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12 月 17 日 宗教者核燃裁判
東京地裁で第一回口頭弁論！
2020 年 12 月 17 日、「宗教者が核燃料サイクル事
業廃止を求める裁判」第一回口頭弁論期日を迎えま
した。最終の打合せとなる 12 月 2 日の事務局会議
で、都内の新型コロナウィルスの感染拡大の状況に
より、全国各地だけでなく都内や近隣からの参加を
呼びかけることについて協議し、急遽「オンライン
集会」に変更となりました。ハガキやメールなどで
■東京地裁に入廷する原告および弁護団

原告や支援者の皆さんにはお知らせをお届けしまし
たが、連絡が届かず当初予定されていた会場に足を

①これは立ち上がった日本の宗教者による裁判で

運んでくださった方には大変なご迷惑をお掛けしま

あること、②裁判所は学界ではないので、未成熟か

したこと、心からお詫びいたします。

つ難解な科学論争はしないこと、③もっぱら中学生

当日は樋口英明氏講演会から始まり、東京地裁前

にもわかる言葉、地に足の着いた言葉で原発がいか

集会、裁判、また裁判並行集会としてオンライン形

に危険で基本的人権を侵害するか、さらに未来永劫、

式の「リレートーク」
、そして裁判報告会という流れ

負の遺産を背負い込むことになるか、その理由を明

でした。法廷で陳述された河合弘之弁護士の「本裁

白に論証する。と述べられました。結びに、裁判官

判の骨格」、中嶌哲演・岩田雅一共同代表の原告意見

の三重苦（任期 3 年、文系、超多忙）にまで触れら

陳述を再録します。また、参加者や担当者からの報

れたのは意外で、おかしみを誘ったのではないかと

告もご覧ください。（原告団事務局）

思いました。法廷で裁くのは、裁判長：加本牧子、
裁判官：岩田真吾、矢崎達彦、書記：佐藤秀樹の各

■東京地裁前集会と法廷内の様子
報告 ： 栗原 茂 （原告）

氏です。
裁判官といえどもはっきり言って原発に関しては

東京地裁前、今日は宗教者核燃裁判第一回口頭弁

「素人」だと言っていいと思います。出廷後、壁に貼

論の日でした。寒風が吹き曝す路上で入廷前の集

り出されている裁判官の名前をわざわざ書き留めて

会、マイクを持つのは原告共同代表の中嶌哲演さん

持ち帰ったのは、裁判長が従来の肩書のある学者の

（明通寺住職）と岩田雅一さん（八戸北伝道所牧師）
、

見解等に迎合する誘惑に陥らないように、原発の基

さらに弁護団弁護士のおひとり井戸謙一さん（原発

礎を初歩からしっかりと理解され、たとえ国策であ

再稼働差し止め判決を下した元裁判官）です。傍聴

ろうと命を繋ぐ権利に対して、明快で勇気ある結審

券の抽選発行はコロナ禍のために制限されて 33 枚、

を導き出して欲しいとの強い期待と願いを込めての

並んだ傍聴希望者は凡そ 65 人、私は生憎くじに外

ことでした。いわずもがなです

れましたが、原告のひとりなので譲っていただいた

が「三権分立」
、司法は「市民の

傍聴券で入廷しました。

最後の砦」ですから。

開廷後、冒頭が中嶌哲演さんと岩田雅一さんお二

宗教者核燃裁判の公式サイト
は右の QR コードからどうぞ！

人の意見陳述、ついで弁護団代表の河合弘之弁護士
による裁判の骨子についての熱弁がありました。
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■樋口英明氏講演会の報告 ： 立田卓也 （事務局）

そう名付け用いた）について、ご本人からもコメントを

大飯原発運転差止訴訟で原告勝訴の判決を出した元裁

いただきました。

判長樋口英明氏の解説は明快で原発を 2 つの危険性＜事

それで改めて確信したのは、私たちが提訴にこの理論

故発生確率、事故が起きた時の被害の大きさ＞の点から

を用いたことは、裁判官だけでなく世間の人たちに向け

判断すれば、それが高いこと（それは推進側も分かって

て地震大国日本で原子力施設・特に六ヶ所再処理工場が

いた論理でした）いわんや再処理工場をや。科学とは、

いかに危ないかということを示すのに、これほどわかり

仮説ではなく事実の積み重ねであり、耐震性の実験など

やすい明快な一手はなかっただろうことでした。会場や

出来ない原発への地震の将来予測は極めて難しいこと。

オンラインとの意見交換も行ない、熱気に包まれた報告

宗教も科学も、専門性や難解さをして特定の人間にし

集会は時間の過ぎるのもアッという間で夕暮れとなり、

か利益の無い“神話”を作り出すのではなく、「国富」

それぞれの帰路につきました。

に認められるように、生きてきた人々が積み重ねてきた
ものを大切にする。そして原発や核廃棄物は、今を生き

訴状要旨と裁判の骨格（法廷での説明）

る全ての人に関わる事柄として伝え、責任を負っていく

宗教者核燃裁判 弁護団長 河合弘之

こと。今日の話をあなたの大切な人に伝えて欲しい、宗
教者である皆さんはその大切な人は多いでしょう、と講

日本の宗教者がついに立ち上がりました。

演会の最後に樋口氏から投げられ、私たちの隣人性が問

原子力発電が許されない理由は二つです。その 1 は重
大事故が発生したときの被害の巨大さ、深刻さです。そ

い直されています。

の 2 は使用済核燃料を後世に押しつける非倫理性です。

■オンライン形式のリレートーク ： 片岡輝美 （事務局）

日本での原子力発電の中核的概念は核燃料サイクルで

裁判と並行して行われたリレートークには 11 名と裁

す。それは以下の通りです。すなわち、ウラン燃料ー

判終了後、裁判報告集会に加わった 2 名が参加。5 分程

通常の軽水炉ー使用済燃料ー再処理工場ー MOX 燃料工

度の持ち時間で自己紹介と「宗教者核燃裁判への期待」

場ー高速増殖炉ー再々処理工場ー MOX 燃料工場ー高速

を語り合いました。本裁判を生み出した原子力行政を問

増殖炉です。あとは高速増殖炉ー再々処理工場ー MOX

い直す宗教者の会の事務局でもある原告からは「ここに

燃料工場ー高速増殖炉というサイクルをグルグル回れば

到達すべくして、これまでの歩みがあった」との思い、

回るほど燃料が増殖していくというサイクル構想でし

物理が苦手であるため「他の誰かがやってくれるだろう」

た。夢の永久燃料ということになります。資源小国日本

と思っていた原告は、「説明ができないことを、なぜ続

はこれにとびつきました。このサイクルの「要」は再処

ける？」との疑問から自分のできることとして裁判に加

理工場と高速増殖炉です。しかし周知のとおり高速増殖

わる決意を語ってくださいました。

炉は世界中で失敗し、断念されました。日本でも「もん

「他者を踏みつけての平和はない」
「いのちを継いでい

じゅ」の廃炉が決定されました。今、廃炉作業中です。

くための裁判」との思いが発せられ、言葉と行いに生き

従って日本の永久燃料構想はついえました。原子力発

る宗教者信仰者たちの対話がこの裁判を形作り、方向を

電は単なる消尽型発電、すなわち使い尽くし型発電にな

定めていくと確信した時間となりました。

りさがったのです。日本の原子力発電の大義名分はなく
なったのです。

■裁判報告集会の報告 ： 内藤新吾 （事務局）

それにも拘わらず、原発推進勢力は高速増殖炉を除い

第１回口頭弁論期日と記者会見を終えたあと、共同代

た、ウラン燃料ー通常の軽水炉ー再処理工場ー MOX 燃

表の中嶌さん岩田さん、弁護団長の河合さん、弁護士事

料工場ー通常の軽水炉というサイクルがあると称し、プ

務所秘書の松田さん、原告団事務局の大河内さんと私・

ルサーマル（MOX 燃料を軽水炉で燃やすこと）をやめ

内藤、それから記者会見のとき部屋の入口あたりで待っ

ようとしません。しかし、プルサーマルによっては燃料

てくださっていた原告および支援の方々と共にそれぞれ

は増殖しませんから、消尽型であり、大義名分はなくなっ

タクシー乗り合せにて、数分ほど離れたところにお借り

ています。これが日本の核燃料サイクル問題の現状です。
再処理工場を止めれば 2 つ目の要がつぶれるのですか

した大河内さんと同じ宗派のお寺へ向かいました。
一日、長丁場であったにもかかわらず、記者会見に続

ら核燃料サイクルは完全についえます。そうです。再処

き報告集会にも午前の講師・樋口先生が来てくださった

理工場を止めに入るということは日本の原発問題の本質

のは、本当に感謝でした。記者会見のときと同じように、

に切り込み、息の根をとめるということなのです。そし

報告集会でも共同代表と弁護団長が地裁で語った要旨を

て安全で後世にもやさしい日本が実現されるということ

皆に伝えたあと、私たちの訴状の中でも大きな柱の一つ

なのです。日本の宗教者はこのことに気が付きました。

とさせていただいた「樋口理論」（弁護団と私たちとで

これが今回、宗教者が立ち上がった根本的な理由です。
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今回の訴訟の大きな特長の第 1 は、後世に危険な使用

模を想定します。その想定において、ばらつきを考慮し

済核燃料、特に再処理後の高レベル廃棄物を押しつける

ていない甘さがあるとしたのが、2020 年 12 月 4 日の大

ということは許されないということを差止の理由にして

阪地裁の大飯原発 3 号、4 号機の設置変更許可処分取消

いることです。

判決です。③想定した地震が当該原発に到達したときの

従来このことは原告本人の生命・身体の安全と関係が

地震動の強さをコンピュータで推算します。

ないとされるために、原発差止の請求原因とはされませ

地震学には三重苦があります。A 地震は地下数十 km

んでした。しかし、原子力発電が違法である二大理由の

に及ぶ地中深くで起きる複雑系の現象で直接観察でき

重要な一つを問題としないのは、不充分です。

ず、予測が困難です。B また、地震は実験できません。

人間は自分さえ良ければよいのではありません。子、

C また、日本では正確かつ網羅的な地震のデータがこ

孫を含む未来世代の倖せを誰もが希み、それを守ること

こ 20 年（阪神淡路大震災以降）のものしかなく、デー

を望んでいます。それは「自分の人生は幸福に終わるこ

タが極めて少ないのです。その上に、上記①〜③の強震

とができるが、その終わった直後に人類が全滅すること

動推定作業をするのです。すべては仮説と推論からなる

がわかっていても、その人は倖せか、希望を持って生き

体系です。コンピュータによる推算は何を入力するかに

ることができるか」という問題設定をしてみれば明らか

よって結果が大きく異なります。あてにならないのです。

です。答えはノーです。人間は未来世代の存続と幸福を

地震学と強震動学は重要な学問です。学会での研究、

願います。そしてそれを守る義務があるのです。義務が

論議によってさらに進歩すべきものです。私たちは地震

あるということはそれを履行し、実現する権利があると

学と強震動学の価値を否定するものではありません。し

いうことです。私たちはそれを「生命をつなぐ権利」と

かし、その未熟な学問を世の中で最も危険な原子力施設

名付けました。

の耐震性を決定するのに用いてはならないと主張してい

この訴訟の第 2 の大きな特長は高度で難解な科学論争

るのです。

をしないということです。従来の原発訴訟ではややもす

この訴訟の第 3 の特長は憲法論をするということで

ると、学会でするような難解な科学論争をしていました。

す。原子力施設の事故や使用済核燃料の再処理は国民の

証拠も千号証を超えるのはザラです。

基本的人権、すなわち幸福追求の権利、健康で文化的な

裁判官には三重苦があると言われています。原則 3 年

生活をする権利などを全面的に侵害します。しかしこの

の任期、過重な事件数、そして文系であることです。そ

ことは従来の原発訴訟では余り論ぜられませんでした。

のような状況にある裁判官に高度な科学・技術論争の判

「青くさい」とか「大げさだ」とか思われることを危惧

断を求めると、生煮えのまま審理を終結し、結局は大企

したからです。

業や行政とそれが有料で依頼する学者の言い分を認める

しかし私たちはこのことから目をそらせてはなりませ

のが無難だということになってしまうのです。裁判官に

ん。勿論憲法は本来的に為政者、公権力を制御するため

正しく足が地に着いた判断をしていただくために、私た

のものです。しかし、その精神は憲法の間接適用という

ちは中学生が読んでもわかる主張と立証を致します。

論理を通じて民間法人の行動のコントロールにも用いら

超高度な科学論争は地震学会等の学界で長期間をかけ

れるべきです。まして被告日本原燃は株式会社とはいう

て決着がつくまでやればよいのです。裁判所は学会では

ものの、国策で作られ事実上経済産業省の意向に強く支

ないのです。裁判所はこの地震大国日本で原子力施設の

配されているのですから。

安全を保つためには現在の基準地震動、すなわち原子力

以上のように私たちはこの訴訟を展開していきます。

施設が備えるべき耐震性の設計基準（最大加速度、ガル

裁判所におかれては、極度に難解な訴訟に取り組まねば

数で示される）で十分かどうかを常識的に判断すれば良

ならないと構えるのではなく、本当に安全なのか、安心

いのです。以上のことは訴状の第 7、P33 〜 105 に書い

なのか見てやろうというフランクな気持ちで進行をして

てあります。簡単にいうと次のとおりです。その 1. 約 7

頂きたいと存じます。

年の間に原発を襲った地震が当該原発の基準地震動を超

またわからない点があればいつでも気軽に釈明を求め

えた例が 5 例もあること。その 2. 原発の基準地震動は、

ていただきたいと思います。私たちも文系で、科学的知

ハウスメーカーが販売している住宅の耐震性よりもはる

識はたいしたことはありませんが、一生懸命お答え致し

かに劣ること。その 3. 原発の基準地震動は日本に発生

ます。宜しくお願い致します。

する中程度以上の地震をほとんどクリアできないこと。
このようなことになる理由は、基準地震動を設定する
のに、地震学及び強震動学という未成熟な学問を用いて
「宗教者核燃裁判」 で検索を！ 最新情報が満
載で 「他メディア」 の記事も確認できます。

いるからです。地震学、強震動学はまず、①震源の位置、
大きさを想定します。②次にそこから発生する地震の規
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意見陳述

西電力の、2 基は日本原電の原発です。残りの 2 基は日

真言宗御室派 明通寺

本原子力研究開発機構の「もんじゅ」と「ふげん」です。
「フ
クシマ」以前に、関西圏の消費電力の 55% はその 11 基

住職 中嶌哲演

（総出力 977 万 kwh）の電力でまかなっている、と関西

私は 15 基もの原発群が世界一集中する「原発銀座・

電力は広報していました。しかし、31 基（総出力 1442

若狭」のど真ん中の町、小浜市の一住民です。その小浜

万 kwh）の火力発電所は関西大都市圏の海岸部に林立し

市民は、今日まで小浜原発の誘致を 3 回、使用済み燃料

ているのです。原発が真に「必要」で「安全」ならば、

中間貯蔵施設の誘致を 2 回、有権者過半数の署名運動な

なぜ若狭の海岸部に立地されなければならなかったので

どによって阻止し続けてきました。巨大な大飯原発 4 基

しょうか。
□

から小浜湾を介して内陸部 17km の山麓に、私が住職を
している明通寺はあります。明通寺は大同元年（806 年）、

フクシマ後に、指導的な宗教者が参加し、脱原発へ方

坂上田村麻呂がいわゆる「蝦夷（えみし）征伐」による

向転換をうながしたドイツの倫理委員会の議論の中で、

痛ましい犠牲者、アテルイやモレの追悼・冥福を祈り、

以下のような指摘がなされていました。
「私たちが議論したのは、原子カエネルギーと放射性

国の平和と衆生の安穏を願って創建した、と伝承してお

廃棄物のリスクを、誰が担うのかという問題です。もし

ります。
原子力行政を問い直す宗教者の会の六ケ所村や盛岡市

原子力が安全ならば、なぜ多くのエネルギーを消費して

内での集会で、再処理工場建設に反対する地元・周辺住

いる人口の中心地から遠く離れた田舎に、原発が建設さ

民の切実な叫び声に、処刑されたアテルイやモレの悲痛

れるのでしょうか。このことが意味するのは、農村に住

な訴えと重ね合わせて、私は涙を禁じえませんでした。

む人々の生命の価値は、都市の人々と異なる扱いを受け
るということなのでしょうか。私たちが考慮したのは、

【注】アテルイ（阿弖流為）とモレ（母禮）ー 8 世紀末から

放射性廃棄物に関連した多くの未解決な問題の扱いが、

9 世紀初頭に東北地方（陸奥国）で活動した族長。延暦 8 年

将来の世代に残されているという問題です。そして、将

頃から同 20 年にわたって官軍（朝廷）に抵抗し戦ったが坂

来の世代に未解決の問題を残しながら、エネルギー多消

上田村麻呂に降伏、平安京に連行される。しかし、田村麻呂

費の生活スタイルを今日楽しむことが正しいのかという

は朝廷に二人の助命と地元へ戻すことを進言したが、容れら

疑問です。」（大月書店『ドイツ脱原発倫理委員会報告』

れず。延暦 21 年（802 年）8 月 13 日、河内国で二人は斬刑

より）
また、日本学術会議や「原発ゼロ社会への道」を提言

に処せられた。
（その終焉の地については諸説あり。
）

した原子力市民委員会が、やはりフクシマ後に「地理的
若狭の 15 基の原発はその電力のすべてを半世紀近く

な受益圏と受苦圏の分離という観点からは、人口が少な

にわたって関西圏に送ってきましたが、一方ではそれら

く電力消費も少ない地域の人々に危険や汚染を負担させ

が生み出した使用済み燃料集合体を約 2500 体、低レベ

る一方で、結果として原子力発電からの電力に大きく依

ル放射性廃棄物のドラム缶を約 10 万本、主として海外

存してきた都市圈の人々の無関心を引き起こす。」（岩波

で再処理後の高レベル放射性廃棄物のキャニスターを約

ブックレッ卜『3.11 を心に刻んで 2020』より）という

800 本も、六ケ所村へ搬出し押し付けていることにも、

見解を表明したことも銘記すべきでしょう。

私は心痛してまいりました。さらには、国内の原発がこ

東京電力の福島原発 10 基も関東首都圈に送電してい

れまで使用済み燃料中に生成し、英・仏に委託して再

ました。他の電力会社の原発もすべて過疎地に建設さ

処理・抽出したプルトニウムが 46 トン（長崎原爆 6000

れ、各ブロックの大都市圈へ送電してきたわけです。そ

発分）の約 3 分の 1 は、若狭の原発由来であり、その今

して、それらのすべての原発の使用済み燃料や放射性廃

後の行方の監視をけっして怠るわけにはいきません。
青森地裁での核燃サイクル阻止 1 万人訴訟の長年にわ
たる粘り強い取り組みに、さしたる支援もなしえぬまま
慙愧にたえませんでしたが、遅ればせに本訴訟に加わる
ことができ、再処理工場の運転差し止めへ向けての決意
を新たにしております。
日本原燃の共同出資者は、沖縄電力をのぞく 9 電力会
■東京地裁前集会に多くの原告とサポーターが集った

社と日本原電です。若狭の 15 基の原発のうち 11 基は関
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棄物が、本州最北の青森県下北半島六ケ所村などに集中
化されているのです。この明々白々な客観的な事実こそ、
原発・核燃料サイクル施設の「必要・安全神話」を何よ
りも反証しているのではないでしょうか。本訴訟におい
て、先ずこれらの事実認定を強く要請する次第です。
□
若狭の一仏教者としてこの半世紀の間、若狭への原
発集中化について自問自答を重ねてまいりました。約
2500 年前の北インドは、16 大国が群雄割拠する弱肉強
食の社会。
『ブッダのことば』（岩波文庫）によれば、
「殺

■法衣やガウン姿の宗教者が東京地裁入廷前に挨拶

そうと争闘する人々を見よ。武器を執って打とうとした

赤裸々な反証でありましょう。私たちの肉体・生命（い

ことから恐怖が生じたのである。……わたくしは自分の

のち）は、動植物の食物から形成され（地）、血液（水）、

よるべき住所を求めたのであるが、すでに（死や苦しみ

体温（火）、呼吸（風）などの絶妙なバランスによって

などに）とりつかれていないところを見つけなかった」

保たれているにもかかわらず、いまや内なる地水火風の

と、ヒマラヤ山麓の小国シャカ族出身のおシャカさまは

「四大不調」は、外なる、汚染・破壊された地水火風の「四

出家前の状況を述懐されています。出家、修行、開悟して、

大動乱」と呼応しているようです。原発・核燃施設の老

ブッダ（覚者）となられたおシャカさまは、母国を守る

朽・劣化だけでなく、それを推進・強行してきた巨大な

ベく非暴力の意思と行動を示されましたが、隣国の大国

システムの劣化・腐朽化も進んでいます。
コロナ禍後の社会、生き方や暮らし方の根底に「自利」

の侵略・ジェノサイドによって滅亡させられました。関
西大都市圈の電力消費のための若狭への原発集中化を、

中心の欲望追求をひかえ（「少欲知足」）、「自他一如、自

この仏教の起源にまつわるエピソードにすら重ね合わせ

利利他円満」のブッダの悲願が据えられることを望まず

ざるをえない私でした。他の過疎・辺境の地への原発立

にはいられません。

地、核燃サイクルのツケを強いられた六ケ所村・下北半

東京は光の海か この村は 核燃施設 野の雪明り

島にも、同様の想いを禁じえません。

（弘前市・山川久美子 2001 年 2 月 11 日『朝日新聞』より）

「どの方向に心でさがし求めてみても、自分よりもさ
夏に二度、まだ残雪が見られた春に一度、私自身も六

らに愛しいものをどこにも見出さなかった。そのように、
他人にとってもそれぞれの自分がいとしいのである。そ

ケ所村を訪ねていますが、この歌を深く心に刻んでまい

れ故に、自分のために他人を害してはならない。」（岩波

りました。現代都市文明の「窮極の負の遺産」を引き受

文庫『ブッダの真理のことば・感興のことば』）

けさせられた六ケ所村。その核燃施設の中でもきわめつ
けの超危険な再処理工場。わが若狭のすでに廃炉に追い

ここに仏教倫理の原点、基礎があります。「自他一如、
自利利他円満」という仏教の根本的な洞察にも通底する

込まれた「もんじゅ」と同じように、その運転開始を何

ものです。かつて戦前・戦時中の「滅私奉公」に加担し

としても阻止し、廃止へと、私たち宗教者も切実に願っ

た仏教界の思想潮流は、いかに仏教の原点から逸脱して

ています。本件訴訟がその切実な願いに向けての大きな

いたことでしょう。同じ「国策」としての原発推進に、

一歩となることを信じております。
□

私たち仏教者がどのように対応しているのかが厳しく問

私は、代理人から日本国憲法の平和主義、基本的人権

われています。
「一切の生きとし生けるものは、幸福であれ、安穏で

の尊重、国民主権という 3 つの原則の更に根底にある原

あれ、
安楽であれ」
（前掲『ブッダのことば』）というブッ

理が「個人の生命、人格の尊厳」という理念であること

ダの悲願にみられる通り、仏教における「自己」に対す

を教えてもらいました。それは間違いなくブッダの教え

る「他者」は、単なる「自分」や「他人」に限られてい

と相通ずる「崇高な理念と精神」です。
日本国憲法の基底をなす「個人の尊厳」という理念を

ません。
「自・他」の家族、職場、団体などの組織、地域、
国、生きとし生けるものにまで及んでいるのです。そし

拠り所としている我が国の司法の良心は、倫理的・宗教

て「すでに生まれたものでも、これから生まれようと欲

的な理念と最も相即し、その現実への適用においても共

するものでも、幸福であれ」（同）というブッダのこと

通するところが多い、と私たち宗教者は確信しています。

ばは、過去に生き、未来に生きる世代をも含んでいます。

貴裁判所の英明な審理と本件再処理工場の運転差し止
めの判決を祈念し、期待いたしてやみません。

あの「フクシマ」の惨禍は、仏教者にとって余りにも
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合掌。

意見陳述

ト」開発構想に偽装したわけです。開発が石油ショック

日本キリスト教団
八戸北伝道所

により不可能となって頓挫したと考えられていますが、
もともと開発構想それ自体が架空で、「農民から土地を

牧師 岩田雅一

先行取得する」ことが目的の開発話であったと、私は米
内山訴訟の事務局から資料を提供していただいて裏の真

I. 自己紹介と運動の経歴

相を知ったわけでした。

原告の岩田雅一です。最初に自己紹介と経歴について
述べます。1942 年大阪に生まれ、現在日本基督教団八

現在、六ケ所村で核燃料サイクル・再処理が、国の政

戸北伝道所の牧師です。核燃料サイクル基地問題との関

策として国策民営会社の日本原燃が事業を請け負って進

わりは、1984 年、国が青森県に立地協力を要請した段

行していますが、かつて村の自治と民主主義を否定した

階から建設・操業へと、一貫して現地で民衆とともに戦っ

開発ファシズ厶の延長に国の政策と事業が進行してい

て来ました。反対運動に入った動機は、辺境の六ケ所村

る、そのことに私は国是も民意もあるとは思えません。

に国の政策として核施設が集中することに、宗教者とし

以下、「核燃料サイクル基地」に対する、私の認識を述

て危機を直観したことによります。日本基督教団核問題

べます。
核燃料サイクル基地はエネルギー施設と言われます

連絡会代表、および原子力行政を問い直す宗教者の会世

が、むしろ軍事施設ではないかと認識します。ウラン濃

話人です。
【著書】：六ケ所村反核燃の記録 3 部作、『岐路に立つ〜

縮と再処理はともに原爆製造工程で国家機密であるから

六ケ所村の人々と共に』
、
『寺下力三郎とわれら〜六ケ所

で、特に 9.11 米国の同時多発テロ以後、サイト内は外

村の闘い』
、
『カオス

部から遮断され、秘密裏に進行しています。90 年代に

抑圧の最前線〜六ケ所から』ほか。

入って現地の闘争に加わる中で、私は「原子力発電は軍

II. 六ケ所村の「開発と核燃」について 歴史的経緯

事と一体のもの、この国は大国化の方向にある。」と確

次に、六ケ所村の「開発と核燃」について歴史的経緯

信しました。一つの国が大国化をめざすとき核と結び付
く、と専門家は言います。日本も核燃料サイクル・再処

を述べます。
戦後事件というべき六ケ所村の問題は、開発（新全総

理政策を放棄できないのは、核（プルトニウ厶）を有す

開発・むつ小川原開発）の段階と開発が頓挫し、空白の

ることが政治的な「抑止力」になる、と考えているから

時期の約 10 年後に「核燃料サイクル基地」問題として

です。

浮上した段階と 2 つの段階があ

原子力基本法という法律があ

るのですが、国土計画に基づく

ります。日本の原子力行政の基

新全総開発、青森県では「むつ

本となる法律ですが、「原子力

小川原開発」として具体化する

の研究、開発及び利用」の推進

のですが、地元選出の衆議院議

を明記し、平和の目的に限り、

員米内山義一郎は、これが架空

安全の確保を旨として行うと規

であり「ウソ・ゴマカシ」の開発、

定 し て い ま す。2012 年 6 月 の

と告発した訳です。その根拠は、

法改正で「我が国の安全保障に

開発の発端となった東北経済連

資する」との文言が加えられ、

合会の提言、
「東北地方におけ

「国内外に平和目的から転換か」

る大規模開発プロジェクト」な

との懸念が広がっているようで

のですが、提言の中に次のよう

■報告会での岩田牧師、 河合弁護士、 中嶌住職

す。私の目から見ても法改正は

戦争法案との関連、と解さざるを得ないのです。法改正

にビジョンが描かれています。

の背景に日米間の軍事同盟・原子力協定の意図が反映さ

「下北半島の南部地域一帯は原子力工業基地として地

れていると考え、私は憂慮しています。

形・地質など好適の地であり、この地域にわが国原子力
発電のナショナル・プロジェクトともいうべき高速増殖
炉……それとともに核燃料加工再処理施設が整備される

III. 宗教者の会のあゆみと「2 つのエポック」

こととなろう」とあり、私が思うに原子力主体の開発で

会が 1993 年に結成し 27 年。この間、「2 つのエポッ

あることが明白なのですが、ダーティーな原子力基地の

ク」がありました。1999 年、東海村で起きた臨界被曝

開発では農民から土地を先行取得することは難しいと判

事故に会として「総ヒバクの危機」を直観し『総ヒバク

断したのでしょう。その事実を隠して「大石油コンビナー

の危機〜いのちを守りたい』という書物を出版して、時
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棄民化、犠牲のシステムに対し「本来、人間とは」の問
いをもって対峙する。宗教・宗教者は人間の神化に抗う。
「危険なところまで科学を発達させたことを、人類の知
恵が生み出した原罪と考えて、危険を覚悟の上で、防御
の仕方を発達させていくしかない」という、運命的な文
明進歩論・科学技術至上の価値観を手放しで（批判・条
件を加えないで）肯定しません。
宗教・宗教者は「見えないもの」へと想像力を喚起す
■地裁から移動し報告会を開催、 全国からのリモート参加も。

る。「見えないもの」は「見えるもの」に対するアンチテー
ゼである。放射能は目に見えない、しかし放射能は現存

代と人間に対し警句を発しました。弘文堂『社会学事典』

する。放射能によって苦しめられている人びと（被曝労

（1988 年）の「原発」の項目を、高木仁三郎さんが解説

働・内部被曝）の存在が、放射能を可視化する。私たち

し最後に次の言葉で結んでいます。「原発問題は、現代

は、すでに世を去った人びと・未来の人びとの「現在（過

の巨大科学技術と人間との間に生じる不可避的緊張を、

去や未来でなく）」と、共にある。

尖鋭な形で示している。」と。

最後に、核燃料サイクルは「命のサイクル」を破壊す

私は高木さんの言葉に覚醒され『総ヒバクの危機』の

る「死のサイクル」だ、と知った時から私の行動はスター

巻頭言にこう書きました。
「原子力立国を国是とし、全

トしました。反核燃は「いのちを守る」祈りと行動であ

国津々浦々原発が林立する国にあって、すでに国民全体

り、聖書の「命を選べ」「翻って生きよ」という神の呼

が原子力災害の射程に完全に入っている事実を直視しな

びかけに呼応し、憲法が掲げ主張する平和主義と基本的

ければならない。
」と。

人権に根差す戦いでもあります。

2011 年、福島にある東京電力福島第一原子力発電所

「今年こそ、無核無兵の始まりの年に !!」（六ケ所村尾

で、破局事故が発生しました。メルトダウン（炉心熔融）

駮、寺下力三郎）。元六ケ所村長寺下力三郎さんの「無

と爆発事故です。事故後、私は「この国はすでに国とし

核無兵」の遺志を継ぎ、核のない戦争のない始まりの年

ての体をなしていない！」と痛切に思いました。国の要

を希求し、この訴訟を戦っていく所存です。

件は領土・人民・主権ですが、事故で領土と人民に深刻

以上、陳述を終えます。

な打撃・犠牲を強い、国家の主権のみ、戦争法制として
突出するこの国は国民にとって国なのか、と。「この国

絶賛！
販売中

の今は、棄民国家だ」と厳しく批判する識者もいます。
私はまた、こうも思いました。この国はリスク管理が
できない、リスクを想定して安全を担保できない、危機

本裁判の訴状を
「冊子化」しました

資料図版を完全収録 /A4 版 102 頁 / 頒価 1,000 円

管理も事後的な対応でしかない。この国は災害など危機

核燃料サイクル事業や再処理工場の運転差し止め
が裁判の争点？ なんだか難しそうに聞こえます。で
もそれは今を生きる私たちの命、そして未来を生き
る人々の命に迫る問題…。だからこそ宗教者核燃裁
判は「原発及び再処理工場の違憲性と反倫理性」と
「命をつなぐ権利」を訴えます。訴訟の意義や争点
を、カラー図表や各種データも多数取り入れ、読み
易くしたこの「訴状冊子」は学習会にもお役立ちで
す。ぜひお手元に！ 購入や問い合わせは事務局へ。

に遭遇するとき、危機を利用して逆に政治体制を強化す
る力学が働く、と。大江健三郎さんいうところの「…危
機的な行き詰まりに至っている、この国の逃れ難さ」な
のでしょうか。

IV. 宗教・宗教者の使命と責任
3.11 後、会の事務局長（長田浩昭）が鹿児島で講演し

販売促進用の下記フライヤも
どうぞご利用ください。

たとき、会場に居た中国残留孤児の老人から問いかけら
れたそうです。
「この国は変わったのですか…」「この国
の大人たちは子供たちに謝りましたか」「この国は謝り
もせず、何も変わらないでいるのですか」。今回、宗教
者が起こした訴訟は、会としての戦争責任、戦後責任の
表明と実践であると信じたいと思います。以下、宗教者
としての原告の思いを述べます。
宗教・宗教者は国家と資本のチカラに対峙する。暴力、
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■ リレー随想 「原告の思い」 原稿を募集します！■

「シンボルマーク」に
込めた想い

宗教者信仰者としての存在意義をかけて本裁
判に加わったほとばしる思いをお寄せください。
原告団 NEWS や公式サイトに掲載し原告や支援
者と共有することはもちろん、弁護団はその思い
を準備書面に取り入れていきます。裁判官の心を
揺り動かす力を一緒に作り出していきましょう。

全ての宗教に共通する
「祈る」という行為…。こ
の私の「祈りの手」に添え
られるもう一つの「手」は、
共に祈り連帯する人々やま
だ見ぬ未来世代からの期待
の祈り。そして祈りを捧げ
る信仰の対象が、励まし支
えてくれる御手…。
【デザイン：立田卓也】

■テーマ：原告になった思いや裁判への期待など
■題 名：自由
■字数：1000 文字前後
■送付先：メールまたは郵送で受け付けます。
メール 片岡謁也 ekataoka@nifty.com
郵 送 965-0877 会津若松市西栄町 8-36 片岡宛

事務局からのお知らせ
○原告団の会計年度は 4 月 1 日から 2021 年度と
なります。次号原告団 NEWS 第 4 号で、2020 年
度の会計報告をお届けします。そして 2021 年度
の会費納入をお願いする予定となります。

お名前、ご住所、所属を明記してください。
「匿
名希望」も受け付けます。お写真もあれば、
ぜひ！

■原告になるために… 「必要書類」 を整える
①公式サイトから必要書類をダウンロードする。
サイトの「資料ダウンロード」をクリック。
三種類の書類をプリントし、
必要項目に記入する。
「原告登録用紙」と「委任約諾書」と「訴訟委任状」
の必要項目に記入し必ず捺印すること。特に「訴
訟委任状」上部に「捨印」を忘れずに！
「シャチハタ印は不可」ですのでご注意ください。
②必要書類に記入したら全部まとめて下記に郵送。
〒 669-2213 兵庫県丹波篠山市中野 155
宗教者核燃裁判原告団 長田浩昭 宛て

○原告登録費用と年会費
「原告登録費用」には初年度の会費が含まれて
おります。原告団 NEWS 第 2 号でもご案内しま
した通り、原告登録費用と同時にお送りくださっ
た年会費は、2021 年度分の会費とさせていただ
きますので年会費のご納入は不要です。
○サポーター （賛同人） 賛同金について
同様に、
「サポーター（賛同人）賛同金」と同
時に年会費をお送りいただいた方につきまして
も、2021 年度分とさせていただきます。

■ 「原告登録費用」 を納入する
①原告登録費用は、ひとり 5,000 円です。
（含年会費）
②郵便局から下記に送金する。赤色の払込用紙をご
利用ください。用紙必要な方は事務局にご連絡を。
口座記号番号：00920-5-238100
加入者名：宗教者原告団
③郵便局以外からの送金は下記を参照ください。
店名：099
預金種目：当座預金
口座番号：0238100 口座名称：宗教者原告団

○ご自身のお支払い状況がご不明の方は、どうぞ
お気軽にお問い合わせください。
メール → shukyokakunen@gmail.com
電 話 → 090-7350-6332（担当：長田）
○なお、今後につきましては、重複した年会費は
カンパとして収めさせていただきます。運営事務
の簡素化、効率化のためご理解のほどお願い申し
上げます。

■サポーター （賛同人） になるためには…
○カンパへのご協力
この裁判で代理人をお引き受け下さった弁護団
の先生方は、私達宗教者の思いと趣旨に賛同し、
手弁当でご協力くださいます。それでも僅かなが
らの日当や実費、訴状・資料等の印刷代、公判で
特別な証人を呼ぶ時の調査依頼費、原告団として
の報告や連絡、集会などの運営費用が必要です。
極力「ネット利用」など効率化を図っています
が、財政的には非常に厳しい状況です。このよう
な事情をお察しいただき、なにとぞカンパへのご
協力をお願い申し上げます。

原告にはなれないけれど…この裁判に賛同する！
という方、ぜひサポーター（賛同人）になって裁判
を支えてください。サポーター登録費用 3,000 円は
初年度の年会費です。公式サイト の「原告になる・
裁判を支える」をクリック！ 内容を確認のこと。
赤色払込用紙で「通信欄」に「サポーター登録」
と明記のこと。赤色払込用紙が必要な方は事務局に
ご連絡ください。郵送にてお届けします。

■カンパ （金額自由） を送金するためには…
○上記と同様、赤色払込用紙に必要項目を記入し「通
信欄」に「カンパ」と明記してください。金額自由！

現在の原告数 239 名
第一次 211 名 ＋ 第二次 28 名

※ 「赤色払込用紙」 がない場合、 郵便局に常備され
ている「青色払込用紙」もご利用いただけます。 ただし、
払込手数料はご負担ください。
-8-

