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破天荒、１０００年後の未来のために！ 
 

子ども脱被ばく裁判の判決が目前に迫ってきました。この裁判は、かなり型破りで、そもそも、裁判のレールに乗

らないのではと危惧され、揶揄されたこともありました。それが原告の皆さん、支援者の皆さんの強い意志でここま

で登り詰めてきました。 

裁判所のロボット（交通整理のお巡りさん）のような訴訟指揮に不安がないわけではありませんが、厳しい条件の

なか、「福島の甲状腺ガンを知る男」と言われる鈴木眞一医師、「100ミリシーベルトの伝道師」と評された山下俊一

医師を証人採用し、公開の法廷でその所見を聴く機会を得たことに大きな意義を感じます。「勝たそう！」と思う当

事者につれない態度を取り、逆に負かすと決めた当事者には親切に接しバッサリ切るのが裁判所の健全な作法ですの

で（周防正行監督の映画「それでもボクはやってない」で小日向文世が演じた裁判長のイメージです）、予断は許し

ません。 

この裁判をここまで押し上げた原動力は、この裁判に関心を持たれた方々が心の奥底に秘めた「守りたいもの」、「譲

れないもの」だったのではないかと思います。とはいえ、この大きな集団のまとまりを支えたのは、目の前にいる子

どもや孫、そして 100年後、1000年後の未来に対する願いや責任への切ない自覚だったのではないでしょうか。 

前回の法廷で、山下俊一氏は、「覆水盆に返らず」、「地球が汚れてしまったからには、現実を受けとめて生活しな

ければならない」と証言しました。私たちは、山下氏には、名だたる放射線専門医として、汚れて（汚して）しまっ

た現実のなかで、子どもたちにできる最良の方策は何か、すべきことは何かを聞きたかったのですが、彼は、国復興

の広報マンに徹していたように思います。 

皮肉にも、山下氏の尋問は、コロナウイルス感染拡大の危機の中で行われました。この「道しるべ」が皆さんのお

手元に届くころも、まだ、原発の危機も、ウィルスの危機も去っていないでしょう。ウィルス感染被害防止にも屋内

退避の自己防衛が求められますが、被害は「検査もなく」、「情報もない」ところ（ただ、全国（世界）平等）にやっ

てきます。私たちは、福島原発事故後に政府の取った対応を検証するこの裁判で、ウィルスを正しく知り、接触を回

避し、共存していく知恵を既に学んでいます。先鋭化し、多元化する資本主義社会のなかで、各人が一番に守りたい

と思うものは千差万別で、その思いを認め合うことも重要です。しかし、放射線にしても、ウィルスにしても、未来

にツケを残す生き方は、究極の弱いもの虐めであり、許されないことだと思います。 

そうであれば、大量の放射能をバラまいてしまったということに対して、現実を自覚し、その原因を追究し、いま

いる子どもたちの被害を可能な限り少ないものにし、２度とこのような事態を起こさない指標作りを、この裁判で進

めていかなければなりません。政策形成を目指した裁判です。ありきたりな民事訴訟の常識を飛び越えた破天荒な裁

判です。こんな裁判には支援して下さる皆さんの破天荒な知恵と活動が必要なのです。合言葉は破・天荒。これから

も未来につなげるご支援をお願いいたします。 

♣弁護団の近況報告♣ 2020.4.20  弁護団長 井戸 謙一 
 

尋問予定がすべて終了し、弁護団は、最終準備書面の作成準備

を進めています。さる 3月 21日～22日には彦根で合宿を行い、

6名全員が集まって最終準備書面の構想を練りました。その議論の

中で、子ども人権裁判の原告である子ども達が通っている学校周

辺の最新の土壌汚染データが必要であるということになりまし

た。その後、原告団代表・今野さんのご尽力で、土壌汚染調査の

手はずが整いました。 

今後はスカイプでの会議を重ねながら最終準備書面を完成させ

ることになります。原告の方々には必要な情報の確認等をお願い

することもあると思います。その折はよろしくお願い致します。 

  「子ども脱被ばく裁判」の会 《会報 第 14号 2020年 5月発行》 

特別寄稿 巻頭言 
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弁護団長 光前 幸一 

2 

39 

1 

21 

8 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目次■    page 

・日程、事務局からの連絡   1 

・弁護団長から第 25回の説明   1 

・第 24 回 水戸共同代表の報告   1 

・傍聴記１ 原告Ａさん本人尋問   2 

・傍聴記２ 長谷川さん本人尋問   3 

・1/23 夜の学習会から いくつか   5 
 

◆子ども脱被ばく裁判 第 25 回裁判の日程◆ 

日時：2020 年 2 月 14 日（金）13:30～19:00 

裁判：福島地方裁判所 

〒960-8512 福島市花園町 5-38 ℡024-534-2156 

報告会：福島市市民会館 301 号室  

〒960-8021 福島市霞町 1 番 52 号 ℡024-535-0111 
 

13：30 地裁前集合 アピール 

14：00 傍聴券配布 

14：50 開廷 証人尋問 鈴木眞一氏 

17：00 閉廷 

17：30 記者会見 

18：00 報告集会 

19：00 終了 

 

事務局からの連絡です。 

１，当日の集合は 13 時 30 分に地裁前です。公正な判

決を求めるアピールを行います。 

２，弁護団は限られた時間内で、一言一句に神経を注

いで質問に集中する必要があります。私的発言はお控

えください。 

３，傍聴券が外れた参加者で、街頭アピールを行う予

定です。詳細は当日お知らせします。 

 

◆第25回期日に向けて◆  弁護団 井戸 謙一 

 子ども脱被ばく裁判もいよいよ大詰めを迎えていま

す。次回第 25回口頭弁論では、福島県立医科大学鈴木

眞一教授の証人尋問が、次々回第 26回口頭弁論では、

同大学副学長山下俊一氏の証人尋問が行われます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 私たちは、国や福島県に対し、無為無策によって子

どもたちが無用な被ばくを強いられたことよって受

けた「精神的苦痛」に対する慰藉を求めています。こ

れに対し、国は、原告らのいう「精神的苦痛」は、健

康被害に対する一般的、抽象的な危惧感や不安感にす

ぎず、法的に保護すべき法益に当たらないと主張して

います。しかし、100万人に 1～2人にしか発生しな

いはずの小児甲状腺がんが福島県内で 200 人以上発

生している事実は、原告らの「精神的苦痛」に科学的、 

事実的根拠があることを基礎づけています。 

 私たちは、福島県民健康調査で発見された小児甲状

腺患者の大部分に対して摘出手術を執刀した鈴木教

授に対し、摘出の必要のないケース（過剰診療）があ

ったのか否か、多数の小児甲状腺がん発症の原因が何

なのか、被ばくと関係があるのかについて、率直なお

考えをお話しいただきたいと考えています。 

是非、ご注目ください。 

 

◆第 24回子ども脱被ばく裁判の報告◆ 

子ども脱被ばく裁判の会共同代表 水戸 喜世子 

 今年最初の口頭弁論（第 24 回）が 1 月 23 日に福

島地裁でありました。あいにくの雨にもかかわらず、

回を重ねるごとに新しい仲間が増え続けています。各

地からのご参加に心よりお礼を申し上げます。 

 この日の法廷の主題は、2人の原告さんの本人尋問

を通して、国の対応のでたらめさを浮き彫りにするこ

とでした。被告国側の反対尋問を封じるほど、国の不

誠実・不手際が浮き彫りになるものでした。詳しくは

  道しるべ 号外 

子ども脱被ばく裁判の会 

第 25 回期日 資料 
作成 子ども脱被ばく裁判を支える会・西日本 2020.2.14 発行 

 

1月23日、第24回裁判が行われました。大勢の方が県内外から駆けつけてくださいました。変わらぬ 

ご支援を深く感謝いたします。当日、原告団が裁判所に提出した署名は600筆。総計80,218筆と 

なりました。みなさんの思いがここにも込められています。ありがとうございます。 

緊急カンパに大きなご支援を 

ありがとうございます！ 

目標額を遥かに上回ったご支援を全国からいただきました。

心からの感謝を持って、カンパ受付を終了いたします。 

285 件、2,744,348 円（2020 年 2 月 9 日現在） 

              子ども脱被ばく裁判の会 
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本文をお読みいただきたく思います。 

 閉廷後は市民会館に移動して記者会見、報告会、学

習会を開催しました。子ども脱被ばく裁判の今後の日

程は、2 月 14 日に県民健康調査で見つかった小児甲

状腺癌の手術を陣頭指揮した鈴木真一医師（2012 年

6月から放射線医学県民健康管理センター甲状腺部門

長）の尋問、3月 4日には山下俊一医師（2011.3.19

福島県放射線健康リスク管理アドバイザーに任命）の

尋問があります。いよいよクライマックスです。 

 後半の学習会では、井戸弁護士から改めて裁判の経

過が語られ、光前、柳原、古川、崔弁護士から証人尋

問への意気込みが語られました。 

 福島からの参加者は「山下医師への県民の怒りは別

格だ」と発言して、それを受けて、光前弁護士が毎日

新聞 2012.8.26朝刊の記事を引用されました。 

―― 放射線の影響をどう判断するのか。 

 ◆小さながんも見つかるだろうが、甲状腺がんは通

常でも一定の頻度で発症する。結論の方向性が出るの

は 10年以上後になる。県民

と我々が対立関係になって

はいけない。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。 

―― 2011年 5月 5日喜多方市での講演会で ―― 

 「今は国家の緊急時だから国民は国家に従わなけれ

ばならない。」という言葉が科学者の言葉とは思えな

かった。（片岡輝美さん談） 

 個人の基本的人権こそが尊ばれねばならないとし

た憲法を素通りしてしまっていないでしょうか？ 

 このような人に子どもの命をゆだねるわけにはい

かないと、一同、心を強く引き締めた瞬間でした。 

 学習会では熱心な提言がなされました。風が吹く日

にはせめてマスクをさせて、不溶性放射性微粒子から

子どもを守りたい、公害犯罪防止法を作りたい、あと

２回の公判に向けて福島での情宣活動を強化しよう、

など熱気の中で各参加者の心に宿題を残し、次回に引

き継ぐ形になりました。放射能禍の中で子どもをどう

守っていくか、裁判の山場に向けて一層のご注目、可

能な形でのご支援を心からお願いします。 

原告Ａさん本人尋問 (主尋問は古川弁護士) 

 

川俣町役場サイトより、町内の花の名所 

 

 原発事故当時、私たち家族は夫、長女、義父母の 5 人

で、原発から 40km 離れた、自然豊かな川俣町に住み、

農家を営んでいました。 

 私は福島市内で生命保険会社に勤め、震災の日、高校

に通う娘を、駅前で拾って帰宅しました。町は真っ暗で、

一晩を車中で過ごしました。その後 4～5 か月、福島の

親せき宅に居て、米沢に避難移住しました。 
 

▼事故前の知識は？ 

 環境問題を学習して、被ばくには安定ヨウ素剤が必要

ということも知っていました。 

 特定の病院では家族にまでヨウ素剤が配布されたし、

住民に配布した自治体もあるのに、自分たちは飲めなく

て、怒りでいっぱいでした。 

▼スピーディ（SPEEDI）は知っていましたか？ 

 知りませんでした。 

▼スピーディの情報があったら変わっていましたか？ 

 違っていたと思います。少しでも方向を考え、遠くへ

行ったと思います。目に見えない放射能に対する恐怖で、

外へ出られないので避難もできませんでした。行政から

指示があったらすぐに避難しました。行政は「ただちに

危険ではない。落ち着いて建物の中にいればいい」と伝

えました。 

▼避難をした経緯は？ 

 2011 年の 3 月末にまず部活再開のメールがありまし

た。学校を見に行くと、野球部員が、除染していないグ

ランドで、腕立て伏せをしていました。「学校再開を遅

らせたい」と、知り合いの母親たち 4 人で福島市の教育

長に面談し要望書を提出しました。しかし、「南相馬や

近隣から避難者がたくさん来て受け入れで大変。忙しい。

文科省からは『通常通りに再開せよ』と指示があるので

従うしかない」と言われました。県の高校教育課でも同

じ答えで、仕方なく長女の通う高校へ行き、校長、教頭

に申し入れをしました。しかし、「心配しているお母さ

んは、あなた一人ですよ」と言われました。 

 事故で放射性物質が拡散したことは確かなのに、何も

対策が講じられず学校が再開されたことはずっと疑問

です。 
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▼米沢市に避難した理由は？ 

 最初はどれくらい汚染があるかも分からなかったです

が、ガイガーカウンターを借りて、夏休み前に高校への

通学コースを測ったら、3.8～5.0μSv／時あることが分か

りました。それを知っていたら、何があっても娘を避難

させていたはずです。線量を教えてもらえなかったこと

に、とても悔しい思いをしています。 

 娘が高校を転校せずに通えるので米沢に避難しました。

娘は後ろめたい気持ちがあったようですが、3 年の終わ

りには、「お母さんの選択は間違っていないと思う。私を

守るために避難してくれた」と言ってくれました。その

後、精神的にも経済的にも困難になり、娘が東京へ進学

したので、平成 25 年 8 月に川俣町へ戻りました。 

▼事故後の被ばくの危険性についての認識は？ 

 被ばくが恐ろしいことは事故前から知っていたので、

生活が変化しました。なるべく外出しない、外出すると

きはほこりのつきにくい衣服や帽子を身につけ、室内に

放射性物質を持ち込まない、雨に濡れない。家で作って

いる野菜は極力食べないようにしました。川俣町に帰っ

てから１か月間、積算線量計を身につけたところ、

1.6mSv／年という数値になりました。安全ではないと認

識しています。 

▼県民健康調査の甲状腺検査はどうでしたか？ 

 娘は最初A2 で、結節があり、2 回目はB 判定でした。

精密検査を受け、経過観察となりましたが、私は県民健

康調査が信用できなかったので、セカンドオピニオンを

受け、医師から「毎年検査した方がいい」と言われ、自

費検査を受けさせました。県が未だに甲状腺がんと原発

事故の因果関係がないと発表しているので、娘は真剣に

考えませんが、私は、いつ娘の身に何が起きるかと心配

で、どうすることもできない無力さを覚えています。 

 

▼被ばく問題について、行政の対応

で不満に思うことは？ 

１．放射線量に関する情報を市民 

 に十分に提供しなかったこと。 

 国や県、東電は、危険な線量が周

囲に広まっていること 

 をSPEEDI 等で知っていたのに、住民には知らせなかっ 

 た、許しがたいと思います。そのために私は家族に無用 

 な被ばくをさせてしまいました。 

２．子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させなかったこと。 

 事故が起こってすぐ家族に飲ませたかったです。安全 

 が確保されていないのだから、せめてヨウ素剤くらい 

 は平等に配ってほしかったと思います。 

３．20mSv 基準で学校を再開させたこと。きちんと情 

 報を住民に明らかにした上で安全性について検証を  

 行い、必要なら子どもたちを避難させて、そこで教育 

 を受けさせるよう行政が取り組むべきだったと思い 

 ます。 

４．山下俊一氏らを使い安全宣伝を繰り返したこと。山 

 下氏がラジオで話している内容を知人から聞きまし 

 た。「放射線の影響はニコニコ笑っている人には来ま 

 せん」と発言したそうですが、あまりにひどいことを 

 言う人で、信頼できないと思いました。私は「気晴ら 

 しで放射能が消えるはずがない、安心させるために喋 

 っているんだ」と感じ、ますますこうした情報を撒き 

 散らしている行政に不信感を覚えました。 

 

反対尋問 （原告：原、国代理人：Ｎ、県代理人：Ｐ） 

Ｎ：平成 25 年、生業訴訟の原告になりましたか？ 

原：はい。 

Ｎ：そちらで平成 28 年に本人尋問をされていますが、こ

の訴訟とどう違うのですか？ 

原：（沈黙） 

Ｎ：東電から慰謝料を受け取っていますね。 

原：何か、意味がわかりません。 

Ｐ：セカンドオピニオンを受けたのはいつですか？ 

原：B 判定が出る前、長女が大学進学する前です。 

Ｐ：いま、甲状腺検査はしていますか？ 

原：東京に行ってからは受けていないです。 

Ｐ：B 判定で精密検査は必要とのことですが、どのよう

な状況ですか？ 

原：就職して３年が経ち、検査に行けていないです。 

 

原告 長谷川さん本人尋問（柳原弁護士） 
 

 道理として大人は子どもを守らなければならないと考

えている。でも国や県がやったことはどうだったのか。 

 

▼事故前の長谷川さんはどんな市民だったのですか。 

 市民運動もしたことのない普通の父親だった。長男は

原発事故当時 5 歳。長女は事故の翌年 2 月に誕生。自分

は静岡県生まれ、妻は郡山生まれの郡山育ち。 

 介護事業を福島県で展開する会社の責任者として現地

法人の 5 事業所の運営に携わっていた。放射能の知識は

皆無に近かった。 

▼「安定ヨウ素剤という言葉自体を、全く知らなかった」

で、間違いないですか。 

 はい。原発事故直後、事業所で職員から「安定ヨウ素

剤」の話を聞いた時、ヨードチンキみたいなものかと思

った。当時、国や福島県から安定ヨウ素剤について情報

提供はなかった。 
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 会社の取締役という立場

ゆえ、自分が撤退するわけに

はいかないというジレンマ

があった。1号機爆発の直後、

郡山市の高齢者グループホ

ームにて、職員に「原発が爆

発したらしいぞ」と声を掛け

ると「今、それどころではないですよ。利用者の世話で

てんやわんやですよ」という返事があり、肝心な時に「大

小の区別がつかない」と思った。あとから知った言葉が

『予防原則』だった。 

 この当時、自分の中に予防原則が働いたんだと思う。

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事を考

えよう」という感覚だ。それは、特別なことではなく、

普段、仕事でも日常生活でもそうしている。 

▼長谷川さんと同じように原発事故に恐怖心を抱いた人

の中でも、「危険はないんだ」と自ら言い聞かせた人もい

ました。この差はどこから来ると思いますか？ 

 子どもがいたから。子どものことを最優先に考えよう、

他のものは全部捨てても構わないと思った。避難前の

H23 年 7 月頃に、「もし、子どもがいなければ、ふるさと

を守るために福島に残ろうという気持ちに傾いていたか

もしれない」と家内と話したことを覚えている。 

 3 月 15 日の 3 度目の爆発のあと、施設に取り残された

お年寄りと職員で、4 台の車で福島市へ避難した。しか

し、その日に風の影響で放射性物質が大量に原発から飯

館村、福島市方向に流れ、郡山市を縦断して関東に向か

ったことを、後日に知る。自らが避難させたお年寄りや

職員、また、郡山に留まらせた家族の顔を思い浮かべる

と、今もやりきれない思いだ。 

▼もしこの時、国や福島県からスピーディの情報提供が

あれば、福島市を目指した避難は変わりましたか？ 

 関東への移動を考えるか、いわき市の施設に留まるか

の選択を考えたと思う。 

▼情報提供がなかったことを後で知って、どうですか。 

 なぜこんな大切な情報を流さないのか、ミスなのか作

為的なのか、市民を守ろうとしないのか、何を守ろうと

している、と考えを巡らせた。 

▼3月19日に、群馬県高崎市のご実家に妻子を避難させ、

3 月 28 日に郡山市に連れ戻したのはなぜですか？ 

 今、考えれば放射線の影響を甘くみていた。また、家

族が離れ離れになるのは良くないとの考えも、この行動

を手伝ったと思う。無意識のうちに「郡山市にいても大

丈夫」という情報を求めるようになったのだと思う。ア

ドバイザーとして長崎大学から福島県に来た高村昇氏や

「放射能は怖くない」と言った山下俊一氏の一連の発言

で、窓を開けることにし、地元の野菜を買って福島の農

家を応援しなければと思った。 

▼いったんは信じた山下氏の発言に、その後、疑問を抱

くようになったのはなぜですか？ 

 山下氏やアドバイザーの話を強引に信じようとしてい

る自分に気付いていたので、そうでない考え方を知って

行くうちに、自分が、納得したい考え方に寄せて考えよ

うとしていたことを冷静に感じ取った。 

▼長谷川さんは以前、山下氏について「親の心の隙間に

入り込んで、『経済』を守り『命』を粗末にする者たちの

お先棒を担いだ彼の言動は許しがたいと思っている」と

陳述しました。いま、どう思っていますか？ 

 自らの信念、真実に基づいて正直に行動した結果がこ

れだったのかと問いたい。そうでないのであれば、今か

らでも「謝罪」するべき。なぜ山下俊一氏がこのような

行動をとったのかを知りたい。 

▼2011年4月19日に文科省が出し

た「20 ミリシーベルト通知」に対

し、市民団体「子ども福島」が福島

県に、「子どもたちの放射線被ばく

を低減する施策をとって欲しい」と

要請する行政交渉がありました。そ

れを傍聴してどう思いましたか？ 

 福島県は真摯に対応していないと思った。何か隠して

いる。何か別の物を守ろうとしていると感じた。 

 妻とは、傍聴の帰り道に車の中で、「ここに来るまでは、

国がどう考えようが、同じ福島県民の働く県庁は、自分

たちを必ず助けてくれるはずだと考えていた。でも、そ

うではないことを感じた。福島県は、今、目の前にいる

住民以上に守らなければならないものがあるのだと感じ

た。とても悲しいけれど、もう自分たちでしか自分の子

供は守れないと思う。今日から真剣に避難を考えよう」

と話し合った。 

▼福島県民健康調査の甲状腺検査を信用できないのはな

ぜですか？ 

 三つの理由がある。１つ目は親の同席が許されないと

聞いたから。２つ目はセカンドオピニオンが許されない。

３つ目が結果が判定だけの一片の文書で送られてくるだ

けで、詳しい状況は教えられないこと。 

▼甲状腺検査の目的について、どう思ったのですか。 

 子供たちを、今、この時に守るためではなく、後世の

データのために行うのではないかと感じた。今、悩み苦

しんでいる親、未来のある子供たちに対して不誠実だ。 

▼2011 年 8 月 11 日の福島民友の 1 面記事を持っている

のはなぜですか？ 
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 家族で郡山から自主避難した日。我が家の大切な記念

日だと思っている。理不尽な避難だった。理不尽に屈し

て引きさがる姿を子どもに見せるわけにはいかない。 

 この事故を招いた一因に、私を含む「無関心な大人」

がいる。しかし、原発を推進した側の責任は同じではな

いと感じている。そのような中で、分々の責任を明確に

することは、これから失敗を重ねない抑止力であり、未

来に対する行動であると思う。今までに対する責任、こ

れからに対する責任をうやむやにしていてはいけない。 

▼証言の最後に言いたいことは何ですか？ 

 当たり前の大人の責任は、子どもの健康を守るという

ことだ。国は子どもたちのいのちを真っ先に考えていな

い。私は、一人のただの父親として、大人は子供を守ら

なければならない道理を考える。 

 だから、国や県

がやったことはど

うだったのか、そ

れを問題にする。 

 
 

1/23 夜の学習会から いくつか （要約、敬称略） 

 

◆水戸：私は、甲状腺がんは被ばくが原因（クロ）だと思

っている。弁護団は、原発事故による被ばくと甲状腺がん

多発の『因果関係』をこの裁判で立証できるのか。 

◆井戸：「元気

な答えを！」と

言われても…。

私も限りなく

クロに近いと思うが、裁判で立証するのは無理だ。この裁

判で問うのは、「甲状腺がんがこんなに多発していて、将来

甲状腺がんを発症しないかと皆さん不安を抱えている。そ

の不安には科学的な根拠がある」ということだ。国や県が

因果関係を否定する言い分を崩すことはできる。 

◆崔：鈴木氏は医師で科学者。医師の立証と、私たち法律

家の考える立証とは違う。リスクがあることを「否定でき

なければ」、リスクがあると考えるのが法律家だ。 

 でも、科学者（医師）は「否定できなければ」という言

葉をそう捉えない。彼らは学会で論争する時、放射線と甲

状腺がんの関係が積極的に証明されなければ、因果関係が

無いとする。「否定できないでしょう」と私たちが聞いても、

彼らは「リスクは証明されてない」と否定してしまう。 

 私たちとしては、「否定できないでしょ」というところま

でかな…と思う。「被ばくをしたら、がん発生にしきい値は

ないんだ、LNT仮説があるでしょう、リスクはあるんだ」、

あとは、裁判官に期待して、「うん、疑わしいな」と感じて

もらおうと考えている。 

◆柳原：事実の上での因果関係＝科学論争と、法的な因果

関係＝法的に責任を負わせていいのかどうか、言葉は因果

関係でも中身は違う。水俣病裁判では、有機水銀と病気の

関係は科学的レベルでは証明できないけれど、原因を追っ

ていくとチッソの廃液を流した排水口に辿り着く。その奥

に入って、水俣病の発症とチッソの廃液の因果関係を科学

的には証明できないけれど、法的には限りなくクロという

ことで、裁判では因果関係を肯定された。 

 

◆片岡：原告さんたちから５つの質問をもらっています。 

①国が、最悪の場合に関東地方も住めなくなると予測して

いたのに、子どもたちを国の責任において避難させなかっ

た。②国が、無策、無実行によって子どもたちを被ばくさ

せた。③国が、最悪の場合に関東地方も住めなくなる危険

性を国民に伝えなかった。④福島県立医大が、職員とその

家族にのみヨウ素剤を配った。⑤自治体職員が、避難区域

外に住む福島県民に対して「貸せる住宅はない」と断った。 

（編注：①～⑤で「罪に問えないのですか」、①、②で「責

任を問えないのですか」と問いかけている） 

◆井戸：「罪に問う」と言うと、普通は、刑事上の犯罪とし

て告発、告訴をして刑事罰を科せられるかということにな

る。「責任を問えるか」と言うと、民事上の問題で損害賠償

請求ができるかということになる。「重く裁きたい」という

お気持ちはわかるが…。例えば④は、「自分たちを守る」の

は当然なことで、県立医大が配ったことが悪いのではない。 

 福島県が医大以外に配らなかったことが悪い。県立医大

の医師が「県民に配るべきだ」と県に伝えなかったことの

責任は、この裁判で追及しているところだ。 

◆光前：5 つの問いに共通しているのは、情報のコントロ

ールだと思う。国が、情報をコントロールしてしまって、

国に都合が良い情報しか出さない。原告さんは、「そのこと

によって発生した問題に対し、国とか県は責任を問われな

いのか」と、鋭く指摘していると思う。 

 この裁判は、「何かあったら、きちっと情報を出せよ」と

言い続けている。この裁判でそれが実現されなかったら、

次の事故、さらに次の事故でも同じような事が繰り返され

る。「情報を隠すとそれに対してはペナルティがあるのだ」

ということを国や県に知ってもらいたい。 

 「規範的因果関係」＝「情報を持っているものがきちん

と証明できないことは、それは因果関係があるのだ」とい

う、４大公害訴訟で確立した考え方が重要だ。 

東京の松岡さんが、発言の要旨付きの Youtube 動画を 

アップしてくださいました。本当に助かりました。 

文体は、司会：片岡輝美さんだけが「ですます」です。 

 

ひな人形 川俣町役場サイトから 
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 放射能事故に関して裁判所は、被ばくと被害の関係を捉

えかねているようだ。「放射能問題に対しても、その原則を

貫け」という面からも、鈴木氏と山下氏の尋問をやりたい。 

◆古川：罪に問えるか問えないかの問題は、罪を国が裁く

というシステムなので、「国家とは何なのか」という根源的

問題になってしまう。 

 日本の国家が原発に対してどのような姿勢をとるかを鮮

明にしたのが、東電の刑事事件だった。「国家が進めるもの

で、企業の１個人の責任に帰着するものではない」と変な

理屈をつけて、無罪にした。そうでない裁判もあって、伊

方差止めの高裁判断も出た。真剣に考える裁判官とそうで

ない裁判官がいると思う。裁判官に私たちがどう迫ってい

くのか、裁判所の中の訴訟活動と社会の中でクローズアッ

プしていく声を広げていく力関係の中で、責任が問えるか

どうか、犯罪になる・ならないも決まってくる。 

◆たしか、環境汚染防止法から放射能は除外されている。

原子力を進めるためにそうしていると思う。 

 政府は勝手に年 20mSv と決めてしまって、原子力緊急

事態を発令したままだ。自分たちは法律を犯していると思

っていない。事故の初期で年 1mSv限度と言われていた頃

から、国は私たちを守らなかった。 

 甲状腺検査は国が情報を全部握って、福島以外では検査

をさせない。日本中の子どもの測定をしていれば、福島の

子と全国の子の違いが明らかになったと思う。 

 多く被ばくした子どもに甲状腺がんが多発しているとい

う科学者の報告は沢山ある。科学者と弁護士がもっと連携

をとってほしい。証明できると思う。 

◆略称が「公害犯罪処罰法」という法律がある。原発事故

に適用できると思っていないが、その法律のあらましを

次々回にでも教えて欲しい。法律を作る時（法制化運動）

の参考にしたい。 

◆片岡：私たちは何ができるのか、発言してください。 

◆低線量被ばく、内部被ばく、私たちが勉強して、福島で

このことを言っても、ここに来ない多くの人は、「死んでな

いじゃないか」、「何人が病気になった？」、と言いそうだ。 

 裁判所も「損害賠償請求する資格がない」と言うかもし

れない。だから、起こった損害だけでなく、起こるかもし

れない損害・リスクを含めて、『損害の可能性』も損害なの

だという考え方を世間に広めないといけない。 

◆今ここに福島から来ている人何人？ 福島の人がうじゃ

うじゃいて良いはずだ。参加させるにはどうしたらいいの

か。裁判外の活動をしなくてはだめだ。山下に怒り狂って

いる人は山ほどいる。彼の発言で福島を飛び出した人は多

い。『山下と鈴木を裁判に呼んで尋問します』、福島駅とか

に皆で出て宣伝したらすごい効果があると思う。 

◆私たちは、裁判の時いつも福島駅でチラシまきをする。

初参加の人が、「こんなにチラシをとってくれる。新宿や渋

谷と違う」と驚いていた。今日のチラシ表と裏は、「今日、

地裁で『子ども脱被ばく裁判』があります」と「原子力緊

急事態発令中！オリンピックやるんですか」。人々に知って

もらうことが第一歩だと思う。 

◆作為的な隠ぺいを見つけて問えな

いものかと思う。NHK 特別番組を見

返してみた。モニタリングのデータが

1日目と 2日目はある。しかし、3日

目から 7日目まで、一番に汚染度が高

い 5日間のデータが抜けている。文科

省から測るのをやめるように指示が入る。番組は、文科省

に「なぜ止めたか」と聞きに行く。すると「マンパワーが

足りなかったから」と答える。「測る人の健康が保障できな

いから」と答えるのかと思ったら。測定する体制はあった。

測定している人たちは「続けたかった」と番組で答える。 

 合理性が無い、おかしなことをやっている。三春町でヨ

ウ素剤を配給した時、県は回収しようとした。不合理なこ

とを積極的にやっている。それを明らかにし追及すること

で、いわゆる科学論争の壁も突き破れないだろうか。 

◆3月 7日に郡山駅前、スピーチと歌と踊りの集りを、反

被ばく、反貧困、反戦争、反差別のテーマでする予定だ。

今、原発問題で人を集めようと、駅で情宣していると「そ

んなこと東京でやれ」と怒鳴られる始末だ。この裁判にど

れだけ福島の人が来てくれるかも分からない。しかし、黙

っていないで外に出て、取組みを続ける。 

◆「被ばくと甲状腺がんは関係なし」を批判する目的で、

「原発事故による甲状腺被ばく

の真相を明らかにする会」がで

きた。医師、理科系などの研究

者、避難者訴訟の支援者などが、

月１回ほど京都に集まっている。 

◆住む郡山で、チラシをまいて呼びかけたりしていなかっ

た。でも、2月の鈴木氏、3月の山下氏の裁判に向けては、

自分なりのチラシを作ってまいてみようと思う。福島の各

地で宣伝ができると良い。 

◆片岡：リーフ英語版を作ってくれたトミー・バーケット

さんが、このたび、研究のまとめで国に帰ります。 

◆バーケット：2 年間かけて福島に住み、

皆さんと日常的に付き合いながら研究を

行ってきた。やっぱり当事者自身が『専門

家』で、自分たちの経験したことをよく知

っている。その声をよく聞き、自分で考え

る学者になりたいし、そして若い人を育てていきたい。 

http://fukushimakyoto.namaste.jp/akiraka/
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 子ども脱被ばく裁判第２６回口頭弁論期日のご報告  

              弁護団長 井戸 謙一 

さる３月４日、山下俊一氏の証人尋問が行われ、

この裁判の終盤の大きな山を越えました。弁護団

としては、万全の準備をして臨んだつもりでした

が、振り返れば反省点が多々あります。しかし、

獲得した成果も大きかったと考えています。 

山下氏は、尋問前に提出書面で、自分が福島県民

に対してしたのは「クライシスコミュニケーショ

ン」であり、住民のパニックを抑えるためには、

わかりやすい説明が必要だったのだと正当化して

いました。 しかし、いくら緊急時であっても、住

民に嘘を言ったり、意図的に誤解を誘発すること

が正当化されるいわれはありません。私たちは山

下氏がした具体的な発言の問題点を暴露すること

に重点を置きました。 

山下氏は、福島県内の講演では、ゆっくりと余裕

を感じさせる話しぶりでしたが、法廷では、語尾

が早口で消え入るように小さな声になり、緊張感

が窺えました。尋問によって山下氏に認めさせる

ことができた主な点は、次のとおりです。 

(1) １００ミリシーベルト以下では健康リスク

が「ない」のではなく、正しくは「証明されてい

ない」であること。 

(2) 国際的に権威ある団体が１００ミリシーベ

ルト以下の被ばくによる健康影響を肯定している

のに、そのことを説明しなかったこと。 

(3) 「年１００ミリシーベルト以下では健康被害

はない」との発言は、単年だけの１００ミリシー

ベルトを前提としており、連年１００ミリシーベ

ルトずつの被ばくをする場合は想定していなかっ

たが、住民には、連年１００ミリシーベルトずつ

の被ばくも健康被害がないとの誤解を与えたこと。 

 

ったこと、すな

わち、実効線量

１ミリシーベ

ルトの被ばく

をすれば、遺伝

子が１つの細

胞の１か所で

傷がつき、人の

身体は３７兆個の細胞でできているから、全身で

遺伝子が３７兆個所で傷つくことになるから、自

分の発言は、３７兆分の１の過小評価を招く表現

だったこと。 

(5) 子どもを外で遊ばせたり、マスクをするなと

言ったのは、リスクとベネフィットを考えた上の

ことだったこと（すなわち、子どもを外で遊ばせ

たり、マスクをしないことにはリスクがあったこと） 

(6) 水道水にはセシウムが全く検出されないと

述べたのは誤りだったこと。 

(7) 福島県民健康調査で福島事故後に生まれた

子供に対しても甲状腺検査をすれば、多数見つか

っている小児甲状腺がんと被ばくとの因果関係が

わかること。 

(8) 鈴木眞一氏がいうように、福島県民健康調査

で見つかり摘出手術をした小児甲状腺がんには、

手術の必要がなかったケースは存在しないこと。 

被ばく医療の専門家が住民に対してこれだけ多数

の虚偽の説明をした目的は何だったのか、山下氏

を利用した国や福島県の意図はどこにあったのか、

今後、これらを解明していかなければなりません。

弁護団は、これから最終準備書面の準備にかかり

ます。裁判は、次回の７月２８日午後１時３０分

からの弁論期日で結審します。年内か年明けに

 

道しるべ号外 

子ども脱被ばく 

裁判の会 子ども脱被ばく裁判 第26回公判 

山下俊一証人訊問特集 

(4) 「１ミリシーベルトの被ばくをすれば、遺伝

子が１つ傷つく」と話したのは誤解を招く表現だ 

福
島
県
放
射
線
健
康
リ
ス
ク 

管
理
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

山
下
氏 

判決が言い渡される見通しです。 
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法廷での山下氏の謝罪もまた嘘      

                                     渡辺一枝 

３月４日、件名の裁判が福島地方裁判所で開廷されました。 

この日は、「放射能の影響は、ニコニコ笑っている人には来ません」と言った山下俊一の証人尋問でし

た。この日で証人尋問は終わります。 

私は東京駅から「脱被ばく実現ネット」の仲間たちと一緒に行きました。 

裁判は福島地裁で１時半開廷ですが、私たちは東京駅発 8：56 の新幹線に乗りました。裁判所に向か

う前に福島駅頭で、この裁判に心を寄せてもらえるようにチラシを撒いてアピールをしようというわけ

です。チラシを撒き終えたら 12：00〜12：30、地裁前でのアピール集会に参加。 

そのあと地裁の建物内で、傍聴券抽選に並びました。 

私の番号はちょうど 50 番でしたが、何人並んだでしょうか。前回の鈴木眞一氏の時(99 名)と同じく

らい、あるいはもう少し多かったかと思います。 

でも並んでいる時に裁判所職員が「今回は傍聴席 60 席（これまでは 64 席）用意しています」と言い

ましたから、記者席として４席設けられたのでしょう。幸いなことに、50 番は、抽選に当たりました、

良かった！ 

●福島駅頭でチラシ撒き 

 この日の電車も新幹線もとても空いていましたが、福島駅頭

を行き交う人もとても少なく、コロナで外出を控えた人の多い

ことに、本当に驚きました。 

新しいウィルス蔓延という状況に政府がきちんと対応してい

ないことには憤りを覚えていますが、私はウィルスそのものへ

の怖さよりも、外出を控える人の多さやマスク・トイレットペ

ーパーなどを買い漁る人が多いという、そんな空気の方が怖いです。 

今、日本を覆っているこの空気が、本当に怖いです。 

 通る人はまばらでしたがチラシを受け取ってくれる人の割合は拒む人よりも多く、私に割り当てられ

た分は、じきに配り終えて仲間の分を分けてもらって撒きました。 

同年輩の女性は「あ、さっき別の人から頂きました。私も孫がいますから人ごとでないです。応援して

いますよ。私はアムネスティの活動をしています」と言い、また高齢の男性は自分から寄ってきて「何？」

と聞くのでチラシを渡しながらこの裁判のことを話すと、「本当だよね。子どもたちの未来は守らにゃい

かんよ」と。高校生や若い人も、いつもよりはずっと受け取る率が高かったです。 

●地裁前集会 

 各地で原発関係の裁判を闘っている人たちが挨拶されました。 

生業訴訟の根本仁さん、南相馬２０ミリシーベルト基準撤回訴訟の佐藤智子さん、関西訴訟団の方々、ひ

だんれんの武藤類子さん、神奈川訴訟の村田弘さん、他の方たちで、どなたの言葉もしかと受け止め、胸

に響きました。 

 村田さんの発言の中に一点、とても気がかりを感じたことがありました。それは高裁の日取りが数日

後に確定していたのに、裁判所からの申し出で延期になったということです。 
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新型肺炎の流行を考慮してということらしいのですが、私にはこういう“空気”が、とても怖いです。 

何か不安、あるいは賞賛すべき事柄の種をきっかけにして、その不安または賞賛に同調せざるを得ない

ような雰囲気が作られていくこと、いともたやすくそうした言説に人々が乗せられてしまうこと、そう

した“空気”が、とても怖いです。 

  

◎傍聴記 

 医師の山下俊一氏は、福島原発の直後に長崎の原爆被爆２世の被爆医療専門家として、福島県放射線

健康リスク管理アドバイザーに就任して福島県に乗り込み、県内各地で講演をしました。 

それは、「放射能の影響はニコニコ笑っている人には来ません」や「100 ミリシーベルトまでは安全で

す」などなどです。 

氏は現在も福島県立医大の副学長の地位にあります。 

 この山下発言が多くの市民の暮らしを翻弄し、今もなお多くの人々を苦しめ続けていますし、その影

響は現世代のみではなく、次世代、次々世代にも及ぶとても重大な問題をもつと思います。 

❶ 「ニコニコしている人に放射能は来ない」発言 

 前回の鈴木眞一氏の時と同様に、被告側弁護士から尋問が始められました。 

被告側の証人だからなのですが、この日は被告の証言を引き出すのに書面ではなく映像で確認が使われ

ました。 

本来なら証人は席に座ったまま机上のパネルに映る画像などを見ながら答え、裁判官や双方の席に座

る弁護団や原告、傍聴席は、左右の壁に映されるのを見て聞くのです。 

なぜかこの日は証人席のパネルは働かず、「それでは左右どちらかのスクリーンを見てお答えください」

と、県代理人の渡辺弁護士は言いました。 

山下証人は右側の壁、被告側弁護団の後方の壁に掛けられたスクリーンを見ながら答えました。 

 いつの証人尋問の時にも、はじめに裁判長は「質問は証人の右や左の席にいる代理人から発言されま

すが、証人は質問者の方ではなく正面を向いてお答えください」と言いますが、もちろんこの日もそう言

いましたが、この日の状況からはその原則は守られませんでした。 

だから証人は、原告側の席にいる弁護士や原告本人たちには、全く表情を見られることなくツラツラと

証言したのでした。 

 県代理人からの「放射線の影響は、実はニコニコ笑っている人には来ません」という「ニコニコ発言」

の趣旨は？ と聞かれて、山下は、「不安や緊張が非常に蔓延していたので不安を増長させないためで、

科学的根拠を欠いた発言ではない」と答えたのでした。 

原告代理人の井戸弁護士に「聞いていた人たちは非常に緊張した、極度に不安な状態だった時にこれを

聞けば、くよくよしている自分たちには放射能の影響が来るのかと脅迫された、愚弄されたと受け取る

のではないか？」と質問されて、山下は答えました。 

「不快な思いをさせたのであれば申し訳ない」「誤解を招いたのであれば申し訳ない」 

などと、一見しおらしく非を認めて謝罪したように見せかけましたが、真にそう考えたとは、到底思えま

せんでした。 

❷「100 ミリシーベルト安全」発言 

 この発言に関して被告側からの質問に、山下は「100 ミリシーベルト以下は証明されていない」と 
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答えたので、原告側から「証明されていないならリスクは否定できないのではないか」と問われると 

「はい、そう思います」と、自分の非を若干認めました。 

井戸弁護士が「子どもにマスクは必要ない」と言ったり、外遊びをさせるように奨励したのは、故意に

被ばくさせるためだったのか？ と質問すると、「過剰に被ばくさせるのはよくないが、部屋に閉じ込め

て制限させることよりも、外に出ても大丈夫だと話した」と、答えました. 

 井戸弁護士が、１ミリシーベルトの放射線で遺伝子が１個傷つくということは、１つの細胞の１個が

傷つくということだ。体内にある３７兆個の細胞の一つ一つが傷つく。「１ミリシーベルトで遺伝子が１

個傷つく」と証人が言うと、聞く方は１個だけが傷つくと考えてしまうが、実際には３７兆個の細胞が傷

つくことだ。 

だからこの発言は、３７兆分の１の過小評価を招いたことになりますよね？と質問すると、山下はあっ

さりと「はい」と認めました。 

❸ 「セシウムは水道水に出ない」発言 

 山下が「放射性セシウムはフィルターで除かれるから、水道水には出ない」と、講演で発言したことに

ついて原告代理人の崔信義弁護士が、厚労省が地方公共団体や水道業者に、200 ベクレルを超えたら給

水を控えるように規制したが、それは水道水に放射性セシウムが出る可能性を示しているのではない

か？フィルターで除去されるなら、そんな規制は出ないのではないか？」と質問すると、これについても

山下は「ゼロでは無かった事実を認めれば、そうなります。間違いだったかもしれません」と、認めまし

た。また、不溶性の微粒子の存在について「知らない」と答えました。 

➍ 低線量被ばくについて 

 原告代理人の田辺保雄弁護士が、アメリカの BEAR(放射線の生物学的影響委員会)レポートの 100 ミリシ

ーベルト以下の低線量被ばくがガンリスクに影響するという研究があり、これを ICRP は引用している。 

証人は 100 ミリ以下の低線量被ばくがガンに影響するということに触れていないのは、意図的に省いた

のか？ と質問すると山下は、「単純に説明するために省いた。意図的に省いたのではない。端的に話し

たのだ」と答えました。 

❺ 小児甲状腺ガン多発について 

 山下は「多発ではない。スクリーニングによって、多数見つかったということだ。大人になって発症

するガンがスクリーニングによって早く見つかったということだ」と答えるのですが、「多発」と「多数

見つかった」の違い、多発は発症しているが見つかった段階なら発症していないということなのでしょ

うか？ 私には解らない答えでした。 

❻ 安定ヨウ素剤配布について 

 安定ヨウ素剤を服用させるかどうかについて部下から質問を受けた時に「スピーディを見て環境省が

決めることで、お前が心配することではない」と発言していたことについて、原告代理人古川健三弁護士

が質問すると「記憶にない」と答えました。 

古川弁護士が、証人がオフサイトセンターに行った時（2011 年 3 月 21 日の福島テルサでの講演の

前後）に、スピーディの情報を見たのではないか？と聞くと「そのつもりで行ったのではない。オフサイ

トセンターを見てくれと言われて、視察に行っただけだ」と答え、放射線健康リスク管理アドバイザー

の立場なら当然気にして情報を得ようとするであろう事柄についてこう答えたのは、「記憶にない」発言

が嘘であることを暴露したもののように、私には思えました。 
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 原告代理人からの尋問の後で、国側代理人からの追加尋問がありました。 

●追加尋問 

 吉野女史の質問、「あなたが一番伝えたかったことはなんですか？」に、山下は、こう答えたのです。 

「長崎被爆者２世の自分が長崎被爆者やチェルノブイリ被災者に接した経験を活かすのは、運命的だと

感じた。県民に一番伝えたかったのは、『覆水盆に返らず』ということでした」 

傍聴席からは、怒りを押し殺したような、声にならない溜息・吐息が漏れました。 

 ３時間に及ばんとする証人尋問(被告側 90 分、原告側 90 分)でしたが、山下証人は「自分の発言が誤

解を招いたのであれば、申し訳ない」とか、「非常に緊張した不安感があふれた雰囲気の中で、パニック

を起こさないように端的に明快に説明したが、舌足らずが誤解を招いたならお詫びする」とか「緊急時で

詳細に説明する時間がなかった」とか、「不快な思いをさせた方には、申し訳なかった」とか、質問への

返答はそんな謝罪の言葉をちりばめた山下でしたが、最後の「覆水盆に返らず」が、却って彼の謝罪さえ

もまた嘘であったことを露呈してしまったようでした。 

  

◎報告会 

 原告男性は、「彼の講演を聞きに行った人は、どうすれば危険を避けられるかを聞きに行ったのに、彼

は危険はないと話した。聞いた人の多くは危険はないのだと安心して帰った。彼は科学者ではなく安全

を語る政治家だと思った。彼に、どうけじめをつけさせるかだ」と言い、また原告の女性は、「私の母も

ニコニコを信じて、母との間に意見の食い違いから分断が生まれた。覆水盆に返らずと言ったが、本当に

悔しい」と発言しました。 

 山下俊一氏と高校時代に同級生だったという人を友人に持つ人の発言に、会場の参加者から苦笑が漏

れました。 

「私の友人の男性に山下さんと高校で同級生だった人がいます。彼が私に言いました。『山下俊一が証人

だって？大変だねぇ。彼は高校時代嘘つきで有名で、あだ名が“だました”だったんだよ。嘘ばっかつい

てたんだ』と、教えてくれました」 

  

「追記」 

①山下証人が正面の裁判官の方を向かず右方を向いての証言したのは、被告側からの主尋問の間のこと

です。 

原告代理人からの反対尋問は、書面で確認しながらの尋問でしたから正面を向いての発言でした。 

 前回の鈴木眞一証人の時もそうでしたが、今回の山下俊一証人も被告側代理人が主尋問、原告側代理

人が反対尋問でした。 

②質問内容はメモを書落としましたが、主尋問に証人が答えた中にあった発言に「平時のリスクコミュ

ニケーションなら情報公開して共に考えるが、今回はリスクコミニュケーションではなく緊急時のクラ

イシスコミニュケーションだ。緊張と不安を案じて、冷静に判断できるようにせめて明快な言葉で伝え

るようにした」という内容の発言がありました。 

でも、緊張と不安の中にいるからこそ、出まかせの気休めではなく本当のことを知りたいだろうし、伝

えるべきだったと思う。 

以上追記します。                     
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山下俊一証人は事故直後の福島県各地の講演会での重要発言の誤りを認めた 

 

しかし取り返しのつかない被害と被ばくを軽視す

る政治状況に変わりはありません。 

 

3 月 4 日は子ども脱被ばく裁判第 26 回期日、

約６年続いた子ども脱ひばく裁判最大の山場でし

た。福島県民と日本国民をだまして被曝をさせた、

あのにっくき山下俊一の証人尋問が行われました。

原告弁護団は心血を注いで準備して来ました。原

告のお母さんお父さんは彼の発言のため家族が無

用な被曝をさせられた上に、困難な避難生活を強

いられました。さらに、その避難が必要のない、故

郷を裏切った行為だと非難されて来ました。私達

支援者にとっては、ふくしま集団疎開裁判から始

まった、子供たちを放射能の心配のない場所で教

育を受けさせる権利を認めさせる闘いの集大成で

す。 

12 時裁判所前には

前回の鈴木眞一証人

尋問の時以上の傍聴

希望者が集まりまし

た。生業裁判、かなが

わ訴訟、関西訴訟、南

相馬 20 ミリシーベ

ルト撤回裁判、東電

原発事故刑事裁判な

どいろんな裁判を闘

ってきた人が挨拶し

ました。ひだんれん代表の武藤類子さんは、「原発

事故告訴団は最初の告訴では東電幹部だけでなく、

山下俊一も告訴したが起訴に至らず残念だった。

しかし、子ども脱ひばく裁判で法廷に引きずり出

した意味は大きい」と発言しました。私も同じ気

持ちです。私は裁判所前集会では“山下俊一有罪”

のプラカードを下げていました。 

疎開裁判の会の時には、人形劇の人形のように

山下俊一を形作って、紙芝居のようなパフォーマ

ンスをする演劇班がありました。2011 年、2012

年ころ文科省前で、「放射能はニコニコ笑っている

人には来ないでくよくよしている人に来る、被曝

量 100 ミリシーベルト以下では健康被害はあり

ません、空間線量毎時 100 マイクロシーベルト

以下は心配ありません、マスクはいりません、子

供を外で遊ばせて問題ありません。」などの発言を

批判して通行人に呼び掛けていました。 

前回より多い 100 人以上の傍聴希望者が抽選

券をもらいました。前回は抽選に外れた私は当選

しました。皆さんが私に傍聴してこい、と言うの

でお言葉に甘えて入りました。山下俊一が、死を

招く悪魔のウソをどう言い訳するのか聞きたいと

思いました。結論から言うと、がっかりしました。

早口、小声の言い逃れに終始しました。追い詰め

られて、しぶしぶ誤りを認めたり、記憶にないと

言ったりしました。しかし彼の嘘発言の結果多く

の市民（特に子供）が避難せずに被曝し、一生取り

返しのつかない健康被害を受けた、その責任は全

く感じていないようでした。 

 

被告（国、福島県）側弁護団がまず 1 時間ほど

スライドを使って、尋問しました。山下がどうい

う経過で福島県放射線健康リスク管理アドバイザ

ーに就任したか、就任後どういう方針で県と打ち

合わせし、県民に講演したかなど確認したもので

した。福島県からの長崎大学への再三の要請で就

任した。放射線リスク管理の方法は、“国際的コ

ンセンサス”に基づいて、正しい放射線の知識と

“リスクコミュニケーション”を県民に教えると

いうことのようです。実際は、“クライシスコミ

ュニケーション”と名付ける緊急時の放射線量、

 

富塚 元夫 
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年間 20-100 ミリシーベルトを適用した、100

ミリシーベルト以下では健康被害は出ないという

「科学的根拠」の説明などを行いました。 

 

原告弁護団は井戸さんを先頭に、田辺さん、崔

さん、古川さん、柳原さん、光前さんがこれまでの

入念な準備を生かして、逃れられないように問い

詰めました。 

 

“放射能はニコニコ笑っている人には来ないでく

よくよしている人に来る” 

安心してもらうためのユーモアだったそうです。 

“被曝量 1 年間で 100 ミリシーベルト以下なら

ば、がんのリスクは無い“  

「積算被ばく量が 100 ミリシーベルト以下の健

康被害の証明はされていない」としても、通算す

ればすぐに 100 ミリシーベルトを超えるではな

いか、この発言は毎年 100 ミリシーベルトに達

しなければ、問題ないと理解されているが、どう

思うか、という尋問に対し、「そう理解されたかも

しれない」と認めた。 

 

“福島市、郡山市などで、空間線量が毎時 10-20

マイクロシーベルトだった時に、100 マイクロシ

ーベルト以下は心配ありません、マスクはいりま

せん、子どもを外で遊ばせて問題ありません。洗

濯物も外に干して問題ありません。” 

間違いだったとすぐ認めました。意図的ではな

く、うっかり間違ったそうです。 

1 か月後に外部から指摘されて、訂正した。県

のホームページでも訂正した。 

しかし、県のホームページでは翌日の日付（3 月

22 日）で訂正したことになっていたそうです。 

 

“空間線量 1 ミリシーベルトの場合、1 個の遺伝

子を傷つけます” 

実際は細胞一つ当たり 1 個の遺伝子を傷つける

のであり、人間の体には 37 兆個の細胞があるの

で、37 兆個の遺伝子が傷つく、つまり 37 兆分の

１の過小評価ではないか“その通りです”と認め

た。 

 

“水道水にヨウ素は入るが、短期間で減少する。

セシウムはフィルターで除去されるから、入らな

い。”  

厚労省のデータでも「セシウム 200bq/㍑超え

た場合は危険だから飲むな」などと言っているで

はないか、という尋問に対し間違いを認めた。県

民に間違ったこと言ったことになる、と認めた。 

“空間線量毎時 20 マイクロシーベルトでも屋内

は 10 分の１に減少するから問題ない” 

木造が多い一般家庭では屋内でも屋外とほとん

ど変わらないではないか、という尋問に対し、そ

のようなこと言ったか記憶にないと答えた。 

“3 月 15 日雪の日、線量計がガーガー鳴って計

測不可能だった日、県知事室で県民の安定ヨウ素

剤服用は必要ないと、職員の質問に答えて言った” 

「覚えていない、記憶にない」と答えた。 

“3 月 27 日長崎大学で、福島の放射線量は深刻

なレベルだ、と福島県での発言と真逆の発言をし

た”という尋問に対し記憶にないと答えた。 

“オフサイトセンターに行った。そこで、スピー

ディの生のデータを見たのではないか。” 

という尋問に対し、覚えていないと答えた。また

「後で（2013 年 6 月）スピーディのデータを見

て驚いた、フィルターがあるので、こんなに汚染

されるとは思っていなかった」と答えた。 

 

“チェルノブイリ原発事故と甲状腺がんの因果関

係を IAEA も認めた。1986 年事故以降に生まれ

た子供は以前に生まれた子供に比べて、甲状腺が

ん罹患率が大幅に減少したからだ。なぜ同じ疫学

調査を福島でやらないのか” 

という尋問に対し、疫学調査に耐えうるデータが

ないとか、福島の場合はスクリーニング効果とい

う結論が出ているとか、100 ミリシーベルト以上
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の被爆をした人

が少ないとか、放

射線の健康影響

は難しいとか、い

ろいろとごまか

していました。 

 

報告集会での、原

告さんたちの感

想は、「山下は意

図的にだました。本当に騙された。」 

「親たちが騙された。山下の話を信じた母親と喧

嘩した。本当に悔しい。避難したかったのにでき

なかった人が多い、避難して苦労した人も多い」 

義母が講演聞いた。心配いらない、本当に危ない 

「義母が講演を聞いた。心配いらない。本当に危ないな 

ならば国が動くはずと言われて何もできなかった。 

今まだ子供たちは元気だが、将来が心配だ」 

「まだ不明な時に出まかせ言ったのは許せない、

良心的な科学者はいないのかと思う」 

などでした。 

山下は“安全でなくても安心を与える”役割を

見事に果たしたわけです。彼に命じたのは国です。

国は国際原子力マフィア（IAEA が中心）の核兵器

維持のための核の平和利用方針に忠実に従ったも

のと思います。「上の命令に従っただけ」とナチス

裁判で答えたアイヒマンに似ています。 

 

 

    3月 4 日は 待ちに待った山下俊一氏の証人尋問日 

                                     そらの ますみ 

前回の鈴木眞一氏に引き続き、山下氏の出廷に漕ぎつけてくださった原告の皆様、弁護士の皆様、その

他ご尽力いただいた皆様、本当にお疲れ様でした。そして有難うございました。 

 私は、傍聴出来なかったのですが 報告集会で聞いた山下氏は、その嘘八百の活躍の場ではない裁き

の場で、表情は生気のない まるで能面の様、尋問に答える声は 消え入る様だったそうです。 

 

事故後、県内の心配する親たちを相手に講演した「ニコニコしている人に放射能は来ない」 

「洗濯ものは外に干して大丈夫」「子供たちは外で遊んで問題ない」「水は安全」等々の言葉は、「リラッ

クスして欲しかった」「自分の発言で結果的に『不快な思い』をさせたなら申し訳なかった」と 自己弁

護に終始。そして、とどのつまりの「覆水盆に返らず」や「国民は国家に従え」の発言からも分かる通り、

反省や謝罪の気持ちは全く感じられません。 

山下氏の言葉を信じ避難をせず変わりない日常生活を送ることを選択した親たちは子どもを被ばくさ

せた、守れなかったという自責の念と、子どもたちの目の前の健康被害と未来への不安を抱えることに

なったのです。 

 

チェルノブイリ事故報告書で子供たちの甲状腺がんは放射能由来であること、将来に亘っても検査し

続けなければならないこと、あらゆる疾病の多発の可能性があることなどを述べていた山下氏の、日本

の子供たちへの裏切りは断罪されなければなりません。 

 そして、この国の原発推進政策が「命よりカネ」であり、未だに原発を「ベースロード電源」と位置づ

けていることに強く抗議をし、被ばくした子どもたちへの責任の取り方を厳しく問うていかなければ 

 

 

ならないと思います。    
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子ども脱被ばく裁判を傍聴、支援活動に参加して 

                            脱被ばく実現ネット 宮口高枝 

 

私が、子どもを守ろう、被ばく裁判のことを知

ったのは、あの 3．11 事故後柳原弁護士が国会周

辺で、必死に訴えていた話を聞いた時だった。 

 私はその話を聞きながら、40 年近く前の出来

事、無二の親友、広島の原爆 2 世の綾さんが出産

時の大量出血で逝ってしまった時の事をまざまざ

と思い出した。 

 子どもたちが危ない、避難させようと必死にな

っている人々がいると勇気をもらい、何か役に立

ちたい、繋がろうと思ったことがきっかけだった。 

 放射能被害は晩発性、何十年後、または世代を

超えて発病する危険度が高くなる。 

 一刻も早く子どもたちを避難させなければいけ

ない。私も支援の輪に加わろうと決心し、裁判傍

聴や街頭アピール等に参加し、福島に通った回数

は覚えていない。 

 25 回目の証人尋問で、鈴木眞一氏の証言を聞

いた。小児甲状腺がん数は 237 人との証言も、弁

護団の追及に、福島医大以外で自分がかかわって

いる 2 か所の病院での小児甲状腺がん手術を認め

た。この人数は 237 人には含まれないことが公

判で明らかになった。    

 このやり取りを聞いていて、チェルノブイリ事

故後のロシア、ウクライナでの小児甲状腺がん数

千人の患者数にはならないと、誰も言えないと背

筋が寒くなった。 

 26 回期日公判の傍聴券は外れたが、記者会見

や振り返り集会で山下俊一氏の証人尋問の模様を

伺い、山下俊一氏は確信的犯罪者との思いを強く

した。 

 国、福島県からの放射線健康リスク管理アドバ

イザーの依頼を受けて、福島県内を講演して回っ

た彼は、人々を安心させるために、放射能被ばく

リスクのことは話さず、マスクは必要ない。放射

能はにこにこ笑っていれば怖くない、洗濯物は外

に干しても大丈夫という講演して、福島の方々を

結果的にだましたのです。 

 放射線健康リスク管理アドバイザーの仕事とは、

人々を被ばくさせるために、安心感を与える仕事

なのですかと問いたい。 

 この仕事は放射線や放射能の危険性を分かりや 

すく説明し、無用な被ばくをさけ、被ばくリスク

を負わない行動はどうあるべきか指導し、予防対

策を授けることとだと思ってたが、インターネッ

トで調べても回答は見当たらず。唯一あったのが、

ウィキぺディアの記述。 

「被曝医療の分野で専門的知見を有する 3 名を放

射線健康リスク管理アドバイザーに委嘱し、放射

線による健康への影響について県民の理解を深め

るとともに、正確な情報を広く提供いただいてい

る」という部分だった。 

 山下氏が事故直後に話した、「放射線はにこにこ

笑っている人のところには来ない、マスクはしな

くて大丈夫」などの内容は、確実に福島市民に影

響し、高名な先生が言うのだから、安心して良い、

放射能は安全と刷り込まれ、避難しなくても…と

家族を説得する心を惑わせ、住み慣れた故郷を後

にしたくない気持を増幅させたであろうことは容

易に察せられる。 

 市民には医師が言う言葉は絶対的な言葉として

心に入る素地がある。そのことを悪用した。医師

という専門家の言葉は患者にとっては絶対のもの

として心に入り込む。だから、避難しなくてもよ

いと信じ込んだ多くの市民たちは避難せず留まる

決心をした。彼の中のギジルとハイドに騙された。 

 避難した者たちを、故郷を捨てたと非難し、放

射能の不安を口に出来ないよう、地域社会の空気

を市民自らが作り上げ、福島県民を故郷から逃げ
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ないよう、避難を断念させるよう仕向け、「放射線

による健康への影響について県民の理解を深め

る．．．」ことを忠実に実行したという事。 専門家・

医師としてのかれの話を聞いて安心した県民が存

在したのだから、彼は確信犯。これを許せば、緊急

時には合法的に人々をだましてもよいとお墨付き

を与える事になる。 

そんなことは絶対に許してはならず、弁護団の

最終弁論に期待し、子どもたちの未来がかかるこ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判に支援側としても集中したいと思う。 

の裁判に支援側としても集中したいと思う。 

の裁判に支援者側としても集中したいと思う。 

の裁判に支援者側として、集中したいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウソだったと認めた山下俊一氏に責任を取らせたい。    松岡加代子 

県民は不安や恐怖で浮足たち、パニックになりそうだったから、ここは、みんなの気持ちを落ち着かせ

るために、山下氏は「ニコニコしてれば・・・」「洗濯物も外に干していい」「子どもは外で遊んでいい」

と説いて回った。放射能から逃げる必要はない、ここで今まで通り、普通に暮らせると力強く語った。原

告側の弁護士さんたちが、それは、科学的におかしいでしょう、論文にこう書かれている、他所であなた

はこう言っているという事実を突きつけ追及すると「その通りです」と聞きとりにくい呟くような声で、

認めていった。――緊急事態では、ウソをついてでも県民の不安を鎮めることが必要、国も県も県民に留

まらせたかった。県民も出来るものなら、ここで暮らしたい。でも、「ここで暮らすことはリスクがある、

特に子どもたちは将来リスクが大きい」という事実を国も県も県民に語らなかった。必要な（？）情報、

施政者が住民に刷り込みたい情報を一方的に流していった。それが、山下氏が言う「クライシスコミュニケー

ション」？ 大本営発表と同じではないか。 

原告たちは、山下氏の講演を聞きに行っていなかった。原告の母親たちが聞いてきて、「大丈夫だよ。

心配いらない。もし本当に心配なら国が動くでしょう」と母親たちは言い張った。幼い子をかかえた原告

は「いくら心配ないと言われても、心配で心配でたまらなかった」「山下氏の講演のあと職場や近所の雰

囲気が変わった。それまで、放射能の不安をしゃべっていた人が、ピタッと言わなくなった」裁判後の報

告会で原告の方達は山下氏の影響の大きさを語った。山下氏の講演を疑い、騙されなかった原告たちの苦

しみはさらに深まった。子どもへの被ばくの不安に加えて、国や県の言うことを信じた周囲からの圧力、

気にしすぎと疎まれ、家族の関係がギクシャクして、孤立し、母子避難してもさまざまな困難にぶつかリ、

消耗し、苦悩した。 

山下氏は認めた。福島の状態は、安心できるとは言い切れるものではなかったと。原告の不安は正しか

ったのだ。国側の弁護士にあなたは福島県民に何を伝えたかったのかと問われて「覆水盆に返らず」と山

下氏は呟いたそうです（私は、全く聞き取れなかった）。法廷の空気が憤怒でどよめいた。嘘つき！ よ

くもぬけぬけと、恥を知れ！ あんたは、県民に「覆水盆に返らず」なんてひと言も言ってない。原発が過酷事故

を起こしてしまった以上「元には戻れない、今まで通りには生活できない」厳しい現実をひと言もいってない。 

山下氏に、責任を取らせたい。ウソを言って、放射能から防護させなかった責任を取ってもらいましょ

う。クライシスコミュニケーションとやらで、国家存続の危機だから、民衆にウソを語り誑かして政府の

方針に従わせる――ということは、絶対に許されないことだということをはっきりさせましょう。第２の

山下を出現させないために。被ばくさせられた子どもも大人も、今後の健康を保障していくために。 
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       田中一郎 

今月は福島第１原発事故からちょうど９年が経過した月、これからいよいよ 10 年目に入る。事故の前=つま

り事故の原因をつくった最大の犯罪人は東京電力や経済産業省・原子力安全保安院とその幹部たちだが、他方

で、事故後における無用の被ばくを蔓延させた最大の犯罪者といえば、この人物＝山下俊一（長崎大学教授・

福島県立医大副学長・福島県放射線健康リスク管理アドバイザーなど）ではないか。その彼が「子ども脱被ば

く裁判」という原発事故後の国や福島県や関係市町村の原発事故後の対応のひどさや、子どもの学校教育の安

全対策の在り方を問う行政裁判の証人に招かれ尋問を受けたことの報告を今月行うことは何かの因縁かもし

れない。 

「10 年ひと昔」といいますが、福島第１原発事故のすさまじいまでの被害は、およそ 10 年たった今でも当

時とほとんど変わるところがなく、事故原発の福島第１原発自体もすさまじい放射能汚染でほとんど手が付

けられず、依然として大量の放射能を空と海に垂れ流し続けています。 

復興五輪だの福島の再生だのと、原子力ムラ代理店業務に忙しい政府や福島県、あるいは東京電力は、でき

もせぬ事故原発廃炉や除染に巨額の税金を湯水のように使い、ハコモノ建設や浮かれたイベントに精を出し

ていますが、他方では、原発被害を受けて無用の被ばくを強いられた人たちに対しては、まともな賠償も補償

もせず、放射能で危険なまでに汚染された地域へ戻って来いと、経済的な苦境に追い込んで被害者を鞭打ちな

がら帰還強制政策を取り続けています。 

まさに犯罪企業、犯罪国家、犯罪自治体の「犯罪三者連合」による福島第１原発事故後の被害者人権冒涜政

策が猛威を振るっているのです。許しがたい事態という他ありません。 

 

詳しくははこちら「いちろうちゃんブログ」http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/ 

 

山下証人尋問から感じたこと      調布市 三宅征子        

 ３月４日の裁判における一連の行動に参加できたことは、学ぶところが多く幸いでした。ありがとう

ございました。 

 私は柳原さんの書かれた文章に触発され、「チェルノブイリ法日本版の会」に参加し、調布でそれに

ついて学ぶ会を立ち上げました。 

 今回、報告会での皆さんのお話を聞き、あらためて「チェルノブイリ法日本版」の必要性を確認した

次第です。 

 山下俊一さんが証言の最後に「覆水盆に返らず」と発言されたと聞きました。彼がどういう意味で言

ったのかはわかりませんが、この言葉は、これまで安全神話を掲げ、推進してきた側が、白旗を揚げた

ことに他なりません。原発事故を起こしてしまったら、元に戻すことはできない、絶対に取り返しはつ

かないと、言ったのですから。 

 絶対に元に戻すことができない状況を作り出してしまった国、県、原発業界は、そういう状況に追い

込んでしまった被害者に対し、最大限の保障をしなければならないということでしょう。被害者が受け

てしまった健康被害、失ってしまった故郷は、どんなことをしても取り戻せないのです。 

 ９年を経過してもなお続く福島原発事故の過酷さを痛感しました。 
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「今日の裁判を振り返って」 

            井戸弁護団長 

山下氏に切り込む観点として、 

❶ 彼が、事故直後だったのでリスクコミュニケー

ションでなくて、クライシスコミュニケーション

で対応したとし、緊急時のコミュニケーションに

おいては情報は必要と思うものだけ開示すればい

いし、共に考えるのでなく一方的に押し付けると

いう考え方を暗に言っている。そのことの問題点。  

❷ 彼が長崎から福島に入った時、まさに安定ヨウ

素剤を配るかどうかで大きく議論が盛り上がって

いる時で、彼が冷や水を浴びせて、安定ヨウ素剤

を配布させなかった問題などを時系列で追及する。 

❸ 県民にしゃべったことのウソ、意図的に誤解を

招く発言について問題を明らかにする――３本の

柱を立てた。 

 

井戸弁護団長の証人尋問 

・「１００ミリ Sv 以下なら健康被害はない」とい

う発言。 

彼は以前は「１００ミリ Sv 以下でも安全かど

うか証明されていない、分からない」と言ってい

た。そのことについて問うと、非を認めたようだ

った。          

また、「その年、1 年で 100 ミリ Sv 被ばくす

るが、その後は被ばくしないという前提だった」

と答えたが、当時、そんな説明はなく、毎年 100

ミリ Sv ずつ浴びても良いのだと誤解を招く発言

ではないかと問うと、あっさり認めた。 

・彼は又「一回に 100 ミリ Sv 被ばくするのは

問題あるが、１年かけてちょっとずつ浴びて 100

ミリ Sv 被ばくするなら問題ない」と言った。こ

の問題については、確かに少しずつ被ばくした場

合、遺伝子の傷が修復するから健康被害が軽減す

ると認められているが、どれだけ軽減するか論議

があり、少しずつ被ばくしても健康被害があるこ

とは承認されている。国際的コンセンサスを逸脱

しているのではないかと問うと、認めた。 

 

・彼は原発事故以前は「10 ミリ Sv 以上で、発ガ

ンのリスクがある」といっていた。事故後も 3 月

13 日長崎で読売新聞の取材に「10 ミリ Sv 以上

被ばくしないと人体に影響はない」と答えている。

長崎では 10 ミリ Sv 以上と言い、福島では 100

ミリ Sv 以上と言う。このことの真意を問うと、

苦しい弁解していた。裁判官におかしいという印

象付けはできたかなと思う。 

・「毎時１００µSv までは、健康に問題はない」と

いう講演の発言については、自分から間違いであ

ったと認めた。1 ヶ月後、他人から指摘され、福

島県に伝えて訂正したと説明した。しかし福島県

のホームページに 3 月 21 日の講演記録が今も残

っていて、毎時 100μSv 発言がある。翌日の 3

月 22 日付けで 10μSv の誤りと注釈されている。

日付けの改竄がはっきりした。 

・「１ミリ Sv 被ばくすると、１個の遺伝子が傷つ

く。年間、100 ミリ Sv 被ばくすると 100 個の

遺伝子が傷つく。でも、99 個は修復する。しか

し修復に失敗した 1 個の遺伝子が将来癌になるか

どうか皆さんは悩んでるのです」と説明した。こ

の説明の欺瞞性を追及しなくてはと思った。「1 ミ

リ Sv の被ばくで、1 個の細胞につき、1 個の遺

伝子に 1 本鎖断が起きる。2 本鎖断も、0.0６倍

で起きる。人間は 37 兆の細胞でできているから、

37 兆個の遺伝子に 1 本鎖断おき、2 本鎖断は 1

兆～２兆個起きる。2 本鎖断は修復するのが難し

くてガンになりやすいといわれている。あなたの

説明は、３7 兆分の 1 の過小評価ではないかと問

うと、これはあっさり認めた。 
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崔弁護士の証人尋問 

・「１年で１００ミリＳｖ以下なら健康に心配は

ない」と何度も断言したことについて訊問した。

国際的コンセンサスにのっとっているとしている

が、ICRP でさえも 100 ミリ Sｖ以下の低線量被

ばくについて、最も科学的らしいうら付けをもっ

て、線量とリスクは直線的な比例関係にあると認

めている。国際的コンセンサスから外れているの

ではないか――これについて、山下さんは認めた。 

・二本松の講演で「水道水について、セシウムは

フィルターで除去しているから心配ない。ゼロだ

とまで言った。ヨウ素についてはフィルターで除

去できないが、半減期 8 日だから消えてなくなる」

と発言した。水道水が汚染されているかどうかは

大変重要な問題で、避難するかどうか決め手にな

るポイントで県民の皆さんの大きな関心事だった。

フィルターでセシウムが徐去できるなんて話はな

く、これに対してただすと、実際よく知らないで

適当に言ったのか疑いたくなるが、認めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺弁護士の証人尋問 

・「１００ミリ Sｖ以下の被ばくで健康影響は出る

かどうか」この裁判でも延々と議論してきた。国

側は、広島・長崎の被爆された方々の LSS (寿命

調査)にのっかって、結論からいうと、まだ見えて

きません、分からないと言い続けている。でも今

日、提示したスライド、環境省の HP からコピー

してきたもののようですが、ICRP の見解が触れら

れていない。 

ICRP の よ っ

て 立 つ 知 見

は、UNSCAR

の国連科学委

員会の報告書

と BEAR（米

アカデミー・

放射線の生物

的 影 響 委 員

会）の報告書

で、いろいろ

なとこっろで

引用している。放射線の影響というと、我々は疫

学的調査に頭がいきますが、当然ながら生物学で

も低線量被ばくの影響を研究している。2006 年

の BEAR で、低線量被ばくでも健康に影響がある

という意見が支持されているという報告が ICRP

ではっきり書かれている。しかし、山下氏は一言

も触れない。あなたはそれを目的をもって省いた

のですか――と聞いたら、彼は目的をもって省い

たと答えました 

・彼の「多発じゃない」についても聞きたかった。

彼は答えてくれました。「大人になって見つかる甲

状腺がんが早期に見つかっただけだ」と答えた。

鈴木氏は、スクリーニングで見つかっただけだ、

それ以上は言いませんが、山下氏は、一歩踏み出

して答えている。 

 

古川弁護士の証人尋問 

・時系列的に福島に来て彼が何をしたか追及し

た。去年東京新聞の記者がスクープした記事です

が、オフサイトセンターの当時の文書に「山下教

授が来て、『被ばくによる甲状腺がんに注意しなく

てはならない』と言った」という記録が残ってい

るというのです。山下氏は、これを否定した。しか

し、この記事は記者が、オフサイトセンターに保

存された文書を情報公開で入手して明らかにした
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も の で

す 。 ま

た 、 記

者 は 記

録 を 書

い た 職

員 に 直

接 会 っ

て 、 山

下 教 授

の 発 言

を確認している。その一方で山下氏は福島県民に

向かって「安心だ、安全だ」「ニコニコしてれば」と語

ってっている。二重人格ぶりを浮き彫りにしたかった。 

３月 23 日になって、スピーディが公開された。

これも『プロメティウスの罠』の中にあるのです

が、記者が山下氏にそれについて聞くと「アリャ

と思った」というのです。フィルターがついてい

るから大丈夫だと思っていた。爆発して、フィル

ターもクソもないでしょう、２２、２３日は、きり

んとかいう長いアームで原子炉に給水を開始した

ころ、4 号機の使用済み核燃料プールの状態も分

かっていない、原発現場はテンヤワンヤの状況。 

県がだしてきた資料によると、5 月に東京で山下

氏は「福島県民に『安全はないけど、いかにして安

心か』を説いた」と言っている。二重人格を浮き彫

りにできたかなと思う。  

柳原弁護士 

の証人尋問 

・彼の意見

書とかスラ

イド資料な

どを見ます

と、今まで

福島県の主

張にはなか

ったことを

明らかに言っている。彼は、今までのリスクコミ

ュニケーションではなくて、今回は緊急事態のク

ライスシコミュニケーションなんだ、クライシス

コミュニケーションになると、すべては許される

という論で勝負にかかっている。それに対抗する

には、具体的に一つ一つ事実を詰めて、おかしい

さを浮き彫りにしていかないと、簡単に逃げられ

てしまう。 

私は質問を 1 つだけにしぼりました。県民健康

調査で、3・11 後生まれた子どもの検査をするこ

と、山下氏は、チェリノブイリで、それをやったん

ですね。それで、事故後生まれた子どもたちから

は甲状腺がんが出てないということが明らかにな

ったんです。それが決め手になり、事故前に生ま

れた子どもの甲状腺がんは放射線が原因だろうと

いうことになった。それで、始め、ヨイショしまし

た。あなたの功績で、チェリノブイリでは、甲状腺

がんの原因があきらかになった。だったら、ぜひ、

福島でもやってほしいともっていきたかった                       

が、相手に逃げられて、私の追及が今一つだった。 

 

光前弁護団長 

・私はタイム

キーパーをし

た。本当はこの

尋問 1 時間半

ではとても終

わらない。最終

訊問の時間を

取っていたの

ですが、その時

間が取れなく

なってちょっ

と残念。 

・山下氏はクライシスコミュニケーションは、不

安の除去が目的なんだ。聞いている人に不安を与

えるようなことは一切ネグレクトする、科学的知

見で、少数意見はすべて省いてしまうというのが、

山下さんの論理です。でも、だからと言って、限度
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を超えているでしょう、ウソを言ってはいかんで

しょう。きちんと正しい情報は出すべきでしょう

という観点でやりましょうと意思統一をしました。 

 

山下氏は、日本は原発立国なんだ、戦後日本が

復興したのは原発のお陰なんだ。今後も原発を守

っていくために、お前たち、原発事故があったぐ

らいですぐ逃げ出してはいかんという信念があり、

県内を講演して回った。その極みが、3 月 18 日

の県職員を前にした講話で、そのあたりは、「プロ

メテウスの罠」で浅田真由さんが詳細克明に書か

れている。それをもとにした尋問もしたかったの

ですが、時間不足でできなかった。（浅田真由さん

は、その後朝日新聞社を辞められて、今は杳とし

て行方が分からない） 

 

河合弁護士 

今日は井戸先生にお願いして、証人尋問が聞き

けて、すごくためになりました。山下俊一とは、な

んなのだ。彼の肩書は、福島県放射線健康リスク

管理アドバイザーなんです。だったら一番始めに

やることは、いかに被ばくを防ぐかですよね、被

ばくをさせない、被ばくを 減らすためにはどう

するかですよね。ところが、今日の証人尋問を聞

いても、彼はそんなこと、一切言わない、関心もな

い。彼がやったことは、みんなに大丈夫、大丈夫、

安心、安心、ニコニコしていなさい、逃げちゃダメ

ですよと言って回った。そのために国と県から送

り込まれて福島にきたんだということがよく分っ

た。 

国も県も「放射線被ばくにより健康被害あると

は考えにくい」。小児甲状腺がんがこんなに多発し

ているのに、「被ばくとの因果関係は考えにくい」

といいますね。でも、国と県の理由は違うんです。

「因果関係は考えにくい」ということは、法的に

は、社会的にも「因果関係はない」ということなん

です。「因果関係がない」と言いうことになると、

「放射能はこわくない」となり、「原発はこわくな 

発再稼働しようとなる。だから国は「原発再稼働」

のために、因果関係を絶対に認めないんです。 

県は、「復興」の妨げになるから認めないんです。

「風評被害」になる。被ばくや健康被害を騒がれ

たくない、おとなしくしていてくれ、被ばくにこ

だわる裁判は目障りでしようがない、だから、県

も絶対に被ばくとの因果関係を認めません。 

だけど、この戦いやめてしまったら、被ばくに

よる健康被害はないことにされてしまう。原発も

再稼働されてしまう。被ばくして病気になったら、

人知れずのたれ死んでくれれば、被ばくの健康被

害は闇に消えてしまうんです。それを狙っている

としか考えられない。 

 ですから、この裁判は大変重要な裁判で、原発

再稼働とも直結する絶対に負けられない裁判です。 

 

 被ばくと健康被害の関係。内部被ばくと健康被

害の問題は、人間を徹底的に追究することですが、

同時に動物の研究でもわかる。東北大学の教授で

福本学さんっていう学者が、福島の山に棲む野性

のニホンザルの研究をずっとしているんです。サ

ルは酒もたばこもやらないから障害が出た時酒や

たばこのせいにはできない、放射能を怖がらない

からどんど

んたべて、

内部被ばく

し て し ま

う、２０年

で１世代が

変わるから

遺伝子への

影響が調べ

易い、遺伝

子が人間と似ているなど研究に好都合。しかし、

今年退官されて講座が途切れてしまう、東北大に

継続してくれと申し入れに行ったら、寄付が集ま

れば続けるというんです。あと 5 年で研究がまと

まるというので、5 年間続けるためにみなさんの 

 

 

い」「原発事故もこわくない」ということで、原

発 

研究費用への協力をお願いします。 

＋＋35



16 

 

記者会見 

民の声記者 

山下氏の発言を聞いて腹が立った。「リラックスし

てほしいから言ったんだ、誤解を招いたのであれ

ば申し訳ない、言葉足らずの点はお詫びする、」な

ど、一見当時の誤りを認めたような口ぶりだった

が、9 年経って今さら何言っているんだと思った。

原告の方は彼の発言をどう受けとめたか聞きたい。 

 

原告・Ａさん 

人々は危険をどう避けるか知りたくて講演を聞

きに行った。そしたら、山下氏は危険はないとい

った話をした。行った人は「とりこし苦労だった」

と安心して帰ってきた。ものすごく影響があった。

私も、3 月末に、福島市が配布した広報紙を見た。

「福島はチェルノブイリと違って健康被害が全く

ない」。福島市は最初からそういう事故対応だった。

それを疑い心配する人と、大丈夫だ、なかったこ

とにしようという人と最初の段階から分けられた。 

私は山下さ

んは研究者と

して悩んでい

るのではない

かと疑問だっ

た。でも、今日

彼の発言を聞

いてなんも悩

んでないこと

が分かった。

彼の関心は「福島に安全を語りに来た」―でもそ

れを信じた人は立つ瀬がない。我々は彼にきっち

りけじめをとらせなくてはならない。 

もう一つだけ付け加えると、国側代理弁護士の

吉野さんが、山下さんに「あなたは線量計をもっ

て、実際測って事実を調べていたのですよね」と

聞き、山下氏に「ハイ」と言わせていた。事故直

後、3 月 13 日、14 日福島県が線量を測っていた

ら、文科省が県に測定をやめさせたんですよ。だ

から、直後の一番深刻な貴重な 5 日間のデータが

ないんです。止めさせたのは、文科省なんです。本

当によく言うなと思った。 

 

今野原告団長 

山下は我々福島県民をだました、我々はだまされ

た。だました罪は大きい。許されるものではない。 

 

原告Ｓさん   

山 下 さ ん

は 私 の 真

正 面 に い

た。腹が立

っ て 仕 方

山 下 さ ん

の 講 演 を

聞きに行った母が「ニコニコしてる人に放射能は

来ないよ」というので、母とケンカしたことを思

い出した。最後に「覆水盆に返らず」と彼は言っ

た。悔しかった、よく言うなと思った。 

 

東京新聞記者 

山下講演を聞きに行った方で、今日の山下氏の尋

問を聞いての感想を聞きたい。 

 

・夫の母が講演を聞いてきて「心配はいらない。

もし心配だったら、国が動くから」と言った。私は

幼い子の母親として、心配で心配で仕方なかった。

それで避難しました。家庭の中で意見が分かれた。

まだ、結論が出ていない。今、子どもたちは元気で

すが、今後どのような影響が出るか分からない。 

・今日の山下さんの証言をきいていて、科学者と

か研究者というより政治家という印象だった。３

月、４月、原発で何が起こっているかわからない

時期に、福島で１００ミリ Sv をこえることはな

いとよく断言したな、よく言えたなと思う。山下

さんは、福島でこれだけの規模のスクリーニング

したから、甲状腺がんは子どもの時から発症して
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いるということが分かったといいますが、納得で

きない。福島の子どもの甲状腺がんと被ばくの因

果関係を研究者に調べてもらいたい。 

 

ＮＨＫ記者 

山下氏は柳原弁護士に「チェルノブイリでやっ

たように事故後生まれた子との比較は難しい。理

由は、被ばく線量がない、低い状況ではむずかし

い」といった。被ばく線量を測定したデータが無

いとう言う意味だと思われるが、彼は私たちの取

材にも、福島では、実際に甲状腺の等価線量を測

定したデータがないと答えている。3 月 30 日い

わき等 3 カ所で行った検査はアバウトにガンマ線

を測っただけで、ヨウ素はどれだけ、何はどれだ

けと内部被ばくを細かくとれないから等価線量を

割り出せないと答えている。それなのに、一方で

チェルノブイリに比べて線量がない、少ないから

小児甲状腺がんとは関係ない――とも言う。この

矛盾にどの様に対応しているか聞きたい。 

 

井戸弁護団長 

判定された甲状腺がんと被ばくの関係は我々の

大きなテーマです。チェルノブイリよりはるかに

線量が少ないというのが、被ばくによる甲状腺が

んは発症しないという彼らの理由だ。その根拠に

小児１０８０人の内部被ばく検査結果を持ち出す

のだが、しかし、検査は問題点が多く根拠とはな

らないと主張はしてきた。われわれも、被ばくと

小児甲状腺がんの因果関係がないという論点の矛

盾を取り上げてきたが、そのことをとくに取り上

げて議論した経過はないです。 

 

記者 

被ばくとガンとの関係の中で前回の鈴木眞一医

師は、手術したガンは、手術が必要なガンであっ

た。でも多発ではない、あくまでスクリーニング

効果だったと主張する 

山下さんは大人になって発症するガンを早期発

見で、子どものうち見つけたのだという。だった

ら今すぐ急いで手術する必要はないわけで、過剰

診断ではないか。二人の論拠は矛盾しているので

はないか。 

 

井戸弁護団長 

阪大の高野教授たちが言う過剰診断というのは、

一生涯悪さをしないガンという意味です。山下氏

は、大人になったら悪さをするかもしれないガン

が、子どものうちから見つかったと言っているの

で、過剰診断とはちょっとちがう。しかし、今すぐ

手術しなくてはならないものではない。 

 

光前弁護団長  

科学庁で農薬と甲状腺がんとの因果関係を研究

しているのです。「なんで、そんな研究をするのか」

と問うと、「（甲状腺がんが）多数見つかっている

から」――と答えている。多数見つかった甲状腺

がんがスクリーニング効果だというなら、そんな

研究する必要はない、矛盾してます。 

 

記者 

スクリーニング調査をしたら、多数発見される

ということは予想されていたと、前回の鈴木医師

も今日の山下さんも言ってますが、その根拠はど

ういうものなのですか。 

 

井戸弁護団長 

山下さんは、事前に予想していなかったと言っ

ていませんでしたか。それで、大人になって発症

するガンは子どもの頃からあるのではないかとい

う理由を考えた。 

鈴木さんも苦し紛れでいったのではないかと思

う。どこかでいっているのですが、スクリーニン

グで、甲状腺ガンが数人見つかった段階で、エッ、

こんなに・・・と率直に驚いたというのですから。 
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会場から質問・意見 

・彼らが主張するスクリーニング効果はあり得な

い――ということを裁判長に強く印象付けてほし

いんです。なぜなら、２巡目でも、３巡目でもま

だ新たに甲状腺がんが見つかるのだから。 

「山下・鈴木が過剰診断・過剰治療を否定した」

ということを、我々は、世間に広く喧伝する必要があ

る。 

 

・クライシスコミュニケーションは大きい問題だ

と思う。今回のコロナでも、検査はしない、社会

を守るためには・・・ここには、もっと深い、ク

ライシスがあるのではないかと思う。 

 

・「県民健康調査」検討委員会では、今までずっと

原発事故と小児甲状腺がンの因果関係は「考えに

くい」と言ってきた。それが去年「認められない」

と一歩踏みこえた。何故か。 

 

井戸弁護団長 

内部的には否定派と慎重派のせめぎあいの中で、

否定派の方が覇権を握ったのかなという感じはし

ます。メンバーもどんどん変わっています。裏で、

うごめきがあるような感じがします。いずれにせ

よ、おっしゃる通りこの見解を出すことで一歩踏

みこえたことは確かです。 

  

・1996 年、ＩAＥA 主催の「チェルノブイリ１

０年」の国際会議に出された論文があります。イ

ギリスのチームとベラルーシ、ウクライナの医療

チームの共同研究で、事故後甲状腺ガンの手術を

した子どもの年齢と手術した年をグラフにしたも

のです。その結果事故後生まれた子どもは小児甲

状腺がんの手術をしていないということが明らか

になった。エコー検査でも、事故後生まれた子か

らはほとんど甲状腺ガンが見つかってない。これ

が小児甲状腺がんと被ばくの関係の決定的な証拠

になった。被ばく量が分からなくても、事故の影

響かどうか、一目瞭然、結果が分かります。 

 

・私は山下さんの講演は聞いてないのですが、講        

演会の後、それまで、職場や近所で世間話で、放

射能がどうしたこうしたと話してきた人たちがピ

タッと言わなくなった。空気が変わりました。 

 

・私は山下さんと高校の同級だったという人と友

達で「申し訳ないねー。山下が福島に行っちゃっ

たね。彼の高校時代のあだ名は『だました俊一』

だったんだよ」と教えてくれた。筋金入りの「ウ

ソこぎ、だました」なんです。 

 

・最終証人尋問を終えて、弁護士さん、ご苦労様

でした、そして原告になってくれた子どもたちに

ありがとうといいたいです。彼らが原告になって

くれたおかげで、福島でこの裁判をやっていたこ

とで、鈴木眞一、山下俊一を呼び出せたのだと思

う。お子さんに感謝です。 

 

終わりの挨拶     今野原告団代表 

今日は、子ども

原告を代表 し

て、松葉杖をつ

きながら中 学

生が参加し て

くれました。 

 ありがとう。

裁判長に強 く

印象付けた と

思います。全国からこんなに沢山の人が駆け付け

てくださってありがとうございます。 

 明後日は「米沢の追い出し裁判」の判決がでま

す。今後いろんな裁判の判決が次々にでます。ど

の裁判も一緒だと思っています。みんな原発事故

の被害者です。福島に留まろうと、避難しようと、

避難先から戻ろうと、みんなで手を取り連帯して

いきましょう。私たちの裁判は、７月に結審を迎

え、年末か年明けに判決がでます。いい判決が出

るように今後も頑張っていきたいと思います。 
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 2019年一般会計及び特別会計の報告 
 

 日頃より本裁判の会に多大なるご支援をいただき、

心より感謝申し上げます。 
 

 
 

 2019 年 8 月より「100 万円緊急カンパ」を開始

しました。これは 10月の第 21回期日から始まる証

人尋問に係る費用への支援を呼びかけたものです。

ご存じのように、本裁判の弁護団は関東や関西で活

躍する弁護士です。第 20回期日までは日帰りで裁判

に臨んでいましたが、証人尋問の直前準備や開始時

刻のために、前泊が必要になりました。また当初 5

回の証人尋問を予定していましたが、急遽 2 月の期

日が追加され、計 6回の証人尋問となりました。 

原告側の証人であ

った郷地秀夫氏と

河野益近氏は主尋

問と反対尋問のた

めに、それぞれ 2回

ずつ法廷に立ちま

した。 

 

 

 このように急に期日や証人の出廷が増えても、慌

てることなく柔軟に対応できたのは、予想を遥かに

上回る緊急カンパが全国の支援者から寄せられたか

らです。2018 年寄付収入と比較すると、約 112 万

円の増となりました。 

 裁判が始まった 2015 年からこれまでカンパを寄

せてくださった方は延べ 1590人です。おひとりで 3

～12 回､中には 40 回近く送金して下さる方もおら

れます。また、緊急カンパの呼びかけに、初めてカ

ンパを寄せて下さる方が増えました。この方々に本

裁判の意味と目指すことを伝えた原告と支援者ひと

り一人の思いと力がここに表れているのではないで

しょうか。 

 支出は前年の 2018 年とほぼ同じ決算となりまし

た。2017年 10月より、弁護団会計は光前法律事務

所に引き受けていただいています。特に 2019年 10

月から毎月の証人尋問に関する弁護士費用支払いに

ついては、大変なご負担をお掛けしているにも関わ

らず、会計を担ってくださることに深く感謝申し上

げます。 
 

 

 特別会計は「子ども脱被ばく裁判応援カレンダー

2016」の収益金 256万円から始まり、2019年は延

べ 28名の保養や福島の自宅への帰省などの交通費

支援に用いられました。この支援は今現在の残金約

19万円の活用をもって終了致します。 

 原告のみなさんは最後まで充分にお使いください。

そして、改めて、絵本作家 12名の皆さま、企画・販

売を担ってくださった水戸晶子さんとスタッフの皆

さまが原告に寄せてくださったお気持ちに感謝致し

ます。  

勘定科目 （円） 勘定科目 （円）

寄付収入 4,125,282 業務委託費 376,510

物販収入 87,500 旅費交通費 302,930

雑収入 3,792 宿泊費 28,662

前年度繰越金 2,839,335 通信運搬費 268,482

印刷費 351,828

書籍費 0

会議費 180,540

備品費 0

雑費 4,866

消耗品費 5,883

連帯費 0

弁護団交通費 1,000,000

小　計 7,055,909 小　計 2,519,701

4,536,208

差引残高 4,536,208

　振替口座

　ブックレット用口座

　ブックレット用振替口座

　資産合計

0

938,055

3,598,153

0

0

　郵貯口座

2019年　一般会計報告

収入の部 支出の部

○資産（次年度繰越金）

　現金勘定

勘定科目 金額 （円） 事業名 金額 （円）

寄付収入 0 交通費支援事業 280,000

日常生活費
支援事業 （返済）

0 転居費支援事業 0

雑収入 5
日常生活費
支援事業

0

前年度繰越金 562,162 雑費 246

小　計 562,167 小　計 280,246

281,921 円

収入の部 支出の部

2019年　特別会計報告

差引残高
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             ふくしま写真館 
 

 2020年 4月 12日、福島県会津若松市の桜が満開に 

なりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大で桜まつ 

りも中止となった夕暮れの鶴ケ城周辺は大変静かでした。 

福島県立博物館脇のモニタリングポストは、会津若松市 

としては少し高めの数値でした。2011年の春、満開の 

桜を見ながら「来年の今頃はどうなっているのか…」と、 

不安に思ったことを記憶しています。目に見えない相手 

がひとつ加わったこの春、咲き誇る桜に再び「踏ん張っ 

ていけよ…」と言われているような気がしました。 

 共同代表 片岡輝美 

 

 
 

 

① 第27回口頭弁論期日のご案内 

 約 6年の歳月を経て、いよいよ結審を迎えます。  12：00 福島地裁前集合とアピール 

福島地裁へお集まりください。    12：30 傍聴券抽選開始 

 ■ 2020年 7月 28日（火）12：00～18：00  13：30 開廷 

 裁判：福島地方裁判所      15：00頃 閉廷 

〒960-8512 福島市花園町 5-38  ℡024-534-2156 15：30 記者会見 

 報告会：福島市市民会館 301号室     16：00 報告集会 

〒960-8021 福島市霞町 1-52  ℡024-535-0111 17：30 終了 
 

新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、裁判所から傍聴について何らかの指示が 

出た場合にはメーリングリストやブログ、Facebookなどでお知らせします。 
 

② 最後の「公正な裁判を求める署名」提出は 7月 28日です。 

 皆さまのご協力により、これまで 8万 2千筆を越える署名が集め 

 られました。次回期日が最後の提出となります。 

 7月 15日頃まで に井戸謙一法律事務所あてにお送りください。 

 コロナ禍により署名集めが難しい時ですので、 数筆でも結構で 

 す。今しばらくのご協力をお願いいたします。 
 

   第 26回期日の 3月 4日、1,678筆の署名が 

   提出され、総数は 82,142筆となりました。 

 

③『子ども脱被ばく裁判 意見陳述集Ⅱ』を発行します。 

 原告の声を記録に留め、原発事故災害がもたらす真実を後世に伝えていきたいと思います。陳述のほか、 

 弁護団インタビューも企画し、判決前に発行を予定しています。ご期待ください。 
 

【事務局】 住 所： 965-0877 会津若松市西栄町 8-36 片岡輝美 方 

メールアドレス： kodomo2015-info@oregano.ocn.ne.jp 

電 話： 080−5220−4979 
 

当会ブログ：http://datsuhibaku.blogspot.com 

   Facebook：https://www.facebook.com/kodomodatsuhibaku/ 
 

 本会報の無断での転載はご遠慮ください。 

https://www.facebook.com/kodomodatsuhibaku/

