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福島第一原発から、1 日当たり少なくとも 600

トンの汚染水が、太平洋へ放出され続けている。

これをくい止めることは不可能だから、釧路沖か

ら、三陸沖、福島沖、茨城沖、千葉沖、伊豆諸島

にかけて、さらには西太平洋の全域へと、放射性

物質が拡散される。 

当局は海水で希釈されるから安全と称するが、

プランクトンから小魚、そして大型の魚、貝、そ

して海藻へと濃縮され、確率は低いかもしれない

が、いずれ高い放射能を帯びた水産物に出会うよ

うになる。海の表面を泳ぐシラス、海底にひそむ

カレイなどが、最初に敬遠されるであろう。そん

な恐れをもつ水産物は売れないから、やがて太平

洋に面する日本の北半分の沖合では、漁業は成り

立たなくなる恐れが高まってきた。 

さしあたり海域が限定されるのは、南からの黒

潮のため、汚染海水の南下がかなり遮られるから

である。他方、千葉から、茨城、福島、宮城、盛

岡、釧路へと北上する沿岸流のため、これらの海

域では、福島沖から離れていても、入江の奥まで

放射性物質が侵入してくるのを完全に防ぐことは

難しくなってくるかも知れない。 

当局が、海水で希釈されるから安全と称するの

は、あくまでも福島原発から放出されるときの濃

度であって、その先どうなるかは、例によって

「想定外」なのである。「想定外」だから「予見

不可能」で、放射性物質を放出した電力会社の経

営幹部も、それを許可した当局者も「過失」の責

任を問われないで済ませようとの魂胆ではなかろ

うか。 

原発がらみでは、あらかじめすべてについて

「想定外」を設け、それによって「予見不可能

性」を保証し、何を仕出かそうと罰せられない体

制がつくられた上で、危ない橋を渡る愚挙と暴挙

が続けられてきた。今のままではそれが止まらず、

ついには三陸の漁業は壊滅することになるかも知

れないのである。 

それを防ぐには、当事者に「想定外」と「予見

不可能性」の口実を与えないように、具体的に、

詳しく、漏れなく、及ぶであろう将来の危害を枚

挙して、それらのそれぞれについて起こりうるこ

とを、今のうちから認めさせておくしかない。

「想定外」にしようとすれば、必ず想定できるこ

とを、「予見不可能」にしようとすれば、必ず予

見できることを、事前に公知の事実にしておくべ

きである。言い逃れさせないためである。 
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核兵器反対署名運動にならって、「想定外つぶ

し」と「予見不可能性つぶし」とを、専門家や政

党も巻き込んで、署名集めの形で大々的に展開す

る必要がある。もちろん、小泉前首相には最初に

署名して貰うことになるであろう。これが緒につ

けば、電力会社も当局も、今よりは真剣に対策を

試みるのではないか。 

事態は切迫している。福島原発の背後の、つまり

西側の高原から、1 日当たり 1000 トンもの地下水が、

福島原発構内の地下へと流れ込むからである。 

そのうちの 400 トンが、1 号機、2 号機、3 号

機の原発建屋のコンクリート壁のヒビを伝って、

建屋内に流れ込んでいる。ヒビは 3.11 の大地震

のために生じた。東北地方の太平洋岸の鉄筋コン

クリートの建物の壁は、震度 6 弱以上の地震動

によって、多くはヒビ割れに見舞われた。誰もが

目撃している通りだ。原発の壁だけが免れるわけ

はない。 

現在これら 3 つの原子炉の炉心は、溶け落ち

てしまっている。どこに存在するか、特定できな

い（特定できる筈だが、発表されていない）。燃料

棒、圧力容器、格納容器を溶かして、コンクリー

トの床の上にあるのか、それを突き破って地下の

砂の層の中にあるのか、定かではない。だが、少

なくとも一部が、上記の 1 日 400 トンの割で建

屋内に流れ込む水に溶けるか、それによって運ば

れているのは確かである。つまり、壁のヒビを通

じて流れ込む 1 日当たり 400 トンの地下水によ

って、3 つの原子炉の冷却がどうにか維持されて

いるのである。 

この高度に汚染した水は、いくらなんでもその

ままでは海へ放出できないので、現在のところは

汲み出して、敷地内に置かれたタンクに貯蔵され

ている。タンクから漏れた汚染水は、地中に浸み

込むか、水路を伝って、発電所の脇から、海へと

放出されるのに任せる。その水路を塞ぐべきであ

るが、塞ぐことをしない。塞ぐと、敷地内の表面

の放射能が高まり、動きがとれなくなるからであ

ろう。 

タンクに貯蔵された汚染水に含まれる放射性物

質は、原子の種類だけで言っても、何十種にも及

ぶ。そのうち発生量と半減期の長さから、とくに

3 つの核種の処分が注目される。 

第一はセシウム 137（半減期約 30 年）である。

これはゼオライト（粘土）に吸着させる。第二は

ストロンチウム 90（半減期約 30 年）などである。

それらは、ALPS（多核種除去装置）という前処理

が 2 段階、吸着が 16 段階のプロセスによって、

さまざまな物資に吸着させる。第三はトリチウム

（三重水素、半減期約 12 年、大気圏内核実験で撒き

散らされた）である。 

ALPS は、吸着によって生じた粒子によって目

つまりを起こすし、装置間のつなぎ目から漏れを

起こす。長い時間にわたって定常運転ができない。

現在は合計処理能力 750 トンの 3 系統が稼働中

であるが、現に頻繁に停止を余儀なくされている。

いずれ装置の外面と周辺が放射性物質によって汚

染され、装置に近づくのも容易ではなくなるであ

ろう。 

吸着によって生じた放射能を帯びた固体は、

ALPS から取り出されるが、それがどこでどのよ

うに処分されるかは、説明されていない。その行

方を明らかにさせ、｢想定外｣と「予知不可能性」

をつぶしておく必要がある。 

ところで、トリチウムは化学的性質が普通の水

素と同じで、酸素と結び付いて水を形成している。

つまり吸着プロセスから出てくる水からトリチウ

ムを除くことは不可能なのである。電力会社も当

局も、処理後の水を海へ放出するつもりなのであ

ろう。米仏英の再処理でもトリチウム水は海へ捨

てられているらしい（明快な説明がない）。 

海から蒸発して雨として降ってくるトリチウム

の濃度は、かつては 1 ベクレル/リットルであっ

たが、大気圏核実験のため現在はその 3 倍と高

くなっている。福島原発からトリチウム水が放出

されると、日本は太平洋で大気圏内核実験をやっ

たのと同じことになる。 

福島原発に流れ込む 1 日当たり 1000 トンの地

下水のうち、400 トンは上記のようにタンクへ回

収されるが、残りの半分の 300 トンは砂の層を

通じて海へ流れ出す。さらに残りの 300 トンは

泥岩層の下の砂の層を通じて、はるか沖合の海底

から海へ出ているらしい。後二者の計 1 日当た

り 600 トンの地下水は汚染されているには違い

ないが、その程度がはっきりしない。ここにも

「想定外」と「予測不可能性」のタネが残ってい

る。その行方について公開質問状を、関係する省

庁へ発すべきではないか。 
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出版労連原発問題委員会（有志）の「浜岡原発

見学ツアー」に参加してきました。私は委員会メ

ンバーではないのですが、メンバーの友人に誘わ

れて「こんな機会はめったにない」と仲間に入れ

てもらったのでした。 

現地での案内役は、『浜岡原発を考える静岡ネ

ットワーク』略して「浜ネット」の中心メンバー

のみなさま。静岡駅前に到着したわれわれを迎え

にきてくださった車を見ると、「浜岡原発を廃炉

に！」と書かれた大きな看板と拡声器を屋根に乗

っけた立派な街宣カーほか 2 台です。 

ふふ、と参加者 9 名全員に、一気に浮かれ気

分が広がり…。 

私は、浜ネット事務局の大塚さんが運転する

（残念ながら）街宣カーではない軽のボックスカ

ーに乗って、浜岡原発までの 1 時間、「浜岡原

発地元はいま」を聞かせていただきました。 

3.11 福島原発事故以降、「次は浜岡だ！」と

多くの人たちが考えている。 

街の道路はすばらしく広いが、原発景気を見込

んできた大型全国チェーン店（飲食・衣料・食料・

娯楽・電気）の進出乱立に押されて、地元の中小

商店は活気がなく、空き店舗が増え、「貸出」の

看板が目立ち始めている。 

住宅環境も変わり、ファミリー向け賃貸アパー

トの退去部屋は次の入居者が決まらず空き部屋の

状態が続く。新築住宅は原発から風上に当たる北

西側（放射能拡散方向の反対）に建てられ、自家用

車も荷物がたくさん積め、家族全員がすぐに放射

能から逃げられるバンタイプが増えてきたようだ。

また地価も下がる傾向にある。 

オフサイトセンターも原発に近すぎるため静岡

空港周辺に移転計画とか。 

世界で一番危険な浜岡原発がこの御前崎市に

存在、立地していること自体が風評被害の元凶で

ある、などなど。 

浜岡原発の特徴は原発近くに住む人が多いこと

で、5 キロ圏内に 5 万人、30 キロ圏内に福島原

発の 3 倍以上の人が住んでいるそうです。さら

に 50 キロ圏になると、政令指定都市である静岡

市や浜松市まで影響を受けてしまう。その事実は、

原発敷地の隣地、浜岡原子力館の展望台（海抜 62

メートル）から原発を眺めたときにはっきり感じ

ました。これまで、空撮の写真でも見ていたはず

なのですが、原発 1 号機をはじめすべての原発

の建屋を眼下に臨め（こんなふうに原発建屋を一般

に展望台から公開している原発は国内ではここだけ、

だそうです）、反対側の窓からは、展望台から原

子炉建屋と同じくらいの距離しか離れていない地

元の佐倉町の住宅地が広がっているので「あれは

電源交付金で建てられた市立総合病院」「あの、

桜ヶ池（御神体）に通じる道に立ってる大鳥居は

1 億円」など、エピソード満載の戦慄パノラマで

す。 

展望台では、浜岡原発の風下にあたる牧之原市

のお茶農家、増田さんと、「子どもたちのために、

被害者にならないための裁判をしている」という

北村さんが説明をしてくれました。原発側が「海

の底の“かたい岩盤”の上に築いている」と説明

する海抜 22 メートルの防波堤については、

「“かたい岩盤”は、泥岩、その上の“基礎岩

盤”というのは砂岩。歯のブリッジみたいなも

の」とバッサリです。この“かたい岩盤”は、あ

とから「見られる場所がある」と、海底が隆起し

た場所へ行きました。道路横の山肌がそれで、乾

いた粘土質のような地層は、触るとポロポロ崩れ

て、化石が出てきそうです。つけ加えると、浜岡

原発の海側には、白い砂浜が広がり、原発との間

には“浜岡砂丘”と呼ばれるそれほど大きくない

砂丘が広がっています。 

ちなみに、この砂丘を舞台に撮影された映画が、

安部公房原作・1964 年公開の『砂の女』で、砂

の女は岸田今日子。また、御前崎灯台は映画『喜

びも悲しみも幾年月』に登場します。御前崎灯台

下の土産物屋には、佐田啓二と高峰秀子が灯台を

バックに写ったモノクロ写真が貼ってあり、時が

小川 美奈子（小学館出版局） 

浜岡原発見学ツアーに参加して 
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止まったかのようでした。 

話が飛んでしまいましたが、展望台では、カメ

ラを構えたメンバーに監視員が「撮影は禁止で

す」とやめさせようとしました。増田さんは「3

回までは OK ね」と言い、北村さんは「今まで

OK だったのに、なんで撮影禁止にしたんだ、お

かしいじゃないか」と監視員に詰め寄ります。

「法律が変わったんです」「いったいどんな法律

だ」。実は、撮影禁止の展望台からの原発敷地内

写真は、パンフレットに掲載されているのですが。 

大塚さんが 63 歳、事務局長の鈴木さん、“息子

の中部電力入社を止めた”望月さんと、今回お目に

かかった浜ネットの 5 人の方は、全員エネルギ

ッシュで、“定年ゴジラ”ならぬ“生涯現役ゴジ

ラ”のよう。廃炉へ向けた浜岡原発運転差し止め

訴訟の次回裁判は 10 月 10 日、東京高裁です。 

3.11 後、多くの海外メディアは、福島原発を

取材したあと、浜岡原発の写真を撮影して帰国し

たのだそうです。「次に何かあるとすれば浜岡」

と言って。そのときに、海外メディアに撮影スポ

ットを教えて案内したのも、浜ネットの方々です。 

5 号機建屋を東側から臨む砂丘が、その場所。

6 号機建設用地が整地されている横です。NY タ

イムスやアルジャジーラが撮影した同じ場所で、

参加者の記念撮影をしてもらいました。 

今回のツアーは、浜ネットさんが案内してくだ

さったことで、原発の非現実的な現実を短時間で

知ることができました。心から御礼申し上げます。

廃炉への活動を応援していきたいと思います。 

（9 月 9 日記） 

 

＜編集部 追記＞ 

浜岡原発訴訟 経過 

2002.4 運転差し止めを求める仮処分申請（1016 人） 

2002.9 第 2 次仮処分申請（532 人） 

2003.5 第 3 次仮処分申請（352 人） 

2003.7 運転差し止めを求め静岡地裁に提訴（1～4

号機。河合弘之・海渡雄一・内山成樹等 7 人

の弁護団） 

2003.8 仮処分と本訴を 1 本化 

2005.1 5 号機運転開始 

2007.6 本訴結審（2007.7 仮処分結審） 

2007.10 静岡地裁判決「建設時の許認可により安

全」即時控訴 

2008.9 控訴審開始（東京高裁） 

2013.10 第 15 回口頭弁論 

10 月 10 日の口頭弁論。9 月 25 日に 4 号機の安全

審査を今年度中に申請と発表した中部電力は、裁判で

は、「調査中」「重要なことなので後日書面で」とイ

エス・ノーで答えられる質問にも明確な回答をせず、

裁判官からもその引き延ばし戦術（？）を注意される

始末です。中電の再稼働申請を待ってからでないと回

答をしない肚のようで、裁判を愚弄しているかの態度

でした。 

 

 

 

 

 

 

この夏、軍艦島に行った。そう言うと、一度行って

みたいという反応が結構多い。廃墟好きに人気があ

るようだ。かつて炭鉱で栄えた今は無人の島―そ

のくらいの知識しかないまま訪れたのだが、軍艦島へ

の船旅は、私にとって非常に強い印象を残すものと

なった。 

8月 7～9日の長崎への旅。目的は原水爆禁止世

界大会と原爆遺跡めぐりだった。出版労連から 12 人

が参加した。1 日目は全体会、2 日目は分科会に分

かれ、私は佐世保で米軍・自衛隊基地について学ん

だ。3 日目が原爆遺跡めぐりで、11 時 2 分の原

爆投下時刻には爆心地公園で黙祷した。軍艦島行

松永 彩子（出版労連 原発問題委員会） 

戦艦武蔵と秘密保護―長崎・軍艦島の旅から 
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きは、13 時に船が出ると知って、現地で行くこ

とを決めたオプショナルであった。 

タブレットから軍艦島上陸・周遊クルーズの予約を

しておいて、出航間際に長崎港に着く。メンバーは 6

人。ネット予約の際に全員の名前・住まいの都道府

県・年代・性別の記入が必要であり驚いたが、切符売

り場ではさらに全員が「誓約書」に住所と氏名を書か

された。「見学施設区域以外の区域に立ち入らない」

「見学施設においては、次の行為をしない…（略）」

等々の厳守を誓約するものだ。軍艦島を管理する

長崎市の方針だろうか（クルーズ自体は民間船会社

による運航。料金は乗船料および長崎市施設使用料を

支払う）。物々しすぎて違和感があるが、軍艦島

には行きたいのでサインする。日傘も禁止で、強

烈な日差しの中、日焼け止めを持ってこなかった

ことを後悔する。 

島まで長崎港から高速船で 45 分ほどである。窓

側席の片側は先に乗船した客で埋まっている。軍艦

島が見える側なのだろう。同行者らはデッキに上がっ

ていったが、船内のほうが解説を聞きやすいのではと

期待して、すいている中央列後方に陣取った。その

座席列を左右に行ったりきたり両側の窓を眺めている

と、後ろの席にいたおじいさんが話しかけてきた。軍

艦島は初めてだと言うと、あれこれ説明してくれる。 

軍艦島は、石炭採掘のために、明治の終わりから

昭和の初めにかけて小さな瀬と岩礁を埋め立てて造

った人口の島である。わずか 6.3 ヘクタール（東京ド

ームの 1.3 倍）の島に、最盛期は 5200 人強が住んだ

という。1974 年に閉山。正式名称は「端島」（はしま）

だが、建造物を入れた島影が軍艦「土佐」に似ている

ことから「軍艦島」と呼ばれるようになった。「土佐」

は軍艦島に高層アパート群が建てられた大正時代に

長崎造船所で建造中だった軍艦だとおじいさんから

教わる（1920 年起工の「土佐」は、進水式を終えな

がらも 1922 年ワシントン軍縮条約により廃艦となり、

海軍の標的演習船として沈んだ）。 

軍艦島近くの岩礁の小島は「中ノ島」といい、

軍艦島で亡くなった人の焼き場として使われたの

だそうだ。人口過密の軍艦島で、飲料水はどうし

ていたのか（蒸留水、後に海底水道）、労働者をど

うやって集めたのか（待遇改善や妻帯奨励、女子や

年少者の就業、朝鮮人労働者の徴用など）、せっか

くなのでおじいさんにいろいろと尋ねる。 

手元の地図を見直すと、三菱重工業長崎造船所

立神工場（本工場）のところに「海自イージス 176」

「戦艦ムサシ」と汚い字でメモをしている。 

出航まもなく、海上自衛隊イージス艦 176 が停泊

中との説明があった。窓からよく見えなかったが、三

菱の造船所で点検修理する艦艇なのだろうかと思っ

た。というのも、前日に佐世保で、再編強化されてい

る米軍・自衛隊基地の説明を受けた際に、長崎のほ

うでは、三菱の造船所が民間船舶の他に、自衛隊艦

の造船や佐世保基地配備の艦艇の点検修理を引き

受け、補完基地の役割を担っているという話を聞いた

ばかりであったからだ。 

長崎には三菱重工業の造船所として、立神工場

（本工場）、幸町工場、香焼工場、長崎研究所、諫早

工場がある。出航したターミナルの対岸に見える立神

工場が、かの有名な戦艦「大和」と同型の戦艦「武

蔵」を造った所だとアナウンスがあった。今はこうして

船で通っているけれど、「武蔵」建造は極秘で、当時

は交通船の窓を締めきって造船所側を見ることも禁

止されていたと、後ろのおじいさんが補足してくれる。 

それを聞いて、吉村昭の『戦艦武蔵』の舞台はここ

なのか！ と、あらためて窓の向こうを見る。持ち歩い

ていた「原爆遺跡と戦跡をめぐる」と副題の付いたガ

イドブックにも、戦艦武蔵の話は出ている。「武蔵」建

造は軍事機密として関係者に徹底した秘密保持が課

され、市民も監視されたのだと…。本で知っていただ

けの過去の出来事が、急に身近に感じられる。こうし

て船から写真を撮ったりしようものなら、カメラは押収

され、特高刑事の取り調べを受けたことだろう。でも単

に過去のこととして片づけられるだろうか。秘密保全

法のことが思い浮かんだ（今臨時国会で上程された「特

定秘密保護法案」、昨年法整備が浮上した際は「秘密保全

法案」と呼ばれていた）。乗船時の誓約書の違和感も何

だかひっかかっていた。こうしたことがエスカレートし

ていけば、今は馬鹿げていると思っていることも、まか

り通っていくのではないか。 

思いをめぐらしているうちに、船は軍艦島に到着し

た。おじいさんにお礼を言い、日傘は仕方なくリュック

にしまって上陸。ふと気づくとおじいさんはガイドの

格好に変わっている。4 人のボランティアガイド

の 1 人であった。どうりで詳しいはずだと納得。

決められたルートを案内に従って見学し（約 45

分）、再び乗船。軍艦島の周りをゆっくり一周し

て（15 分ほど）、どの角度からも島の姿を堪能し

た後、船は長崎港への帰路についた。伊王島大橋
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を過ぎた後に香焼工場の 100 万トンドックがよ

く見えた。赤い三菱マークの付いたアーチ型クレ

ーンが海に映える。デッキから写真を撮りながら、

「武蔵」の話が頭から消えなかった。 

＊ 

東京に戻ってから、吉村昭著『戦艦武蔵』（新

潮文庫、1971）を読み直した。かつて中途半端にし

か読んでいなかったが、こんな凄い本だったのか。 

『戦艦武蔵』は、棕櫚（シュロ）の繊維が各産地から

姿を消したという異変の話から始まる。買い占められ

た棕櫚は、「武蔵」を建造する船台を覆い隠すための

棕櫚縄スダレにするのだが、棕櫚の使い道も、造船

所内の大幅拡張や構内見学の禁止も、その理由は

一般従業員には知らされない。ただ、何かが起こって

いることは皆が感じている、そういうなかで、最高機密

としての「武蔵」建造が始まっていく。 

従事するのは、警察特高に身元調査されて不都合

なしと判断された者だけ。そして艦建造に関する一切

を肉親交友にも漏洩しないことを宣誓し、反した場合

には海軍からどのような処置をされても異存ない旨の

宣誓書に署名捺印をさせられる。 

市民も監視され、憲兵たちは造船所の秘密が何

かは知らされないまま町中を巡察し、造船所の方

向を見つめていた者らを連行した。 

広島の呉の海軍工廠で建造されたのが第一号艦

の「大和」。それと同型の第二号艦が、三菱の長崎造

船所で造られた「武蔵」である。設計図は呉から送ら

れてくる。艦全体の規模や基本設計図は、最高幹部

数名が知るのみで、現場は部分ごとの図面で作業す

る。設計図は厳重に管理されるが、ある日一枚の設

計図が消える。図面が外国諜報機関の手に落ちては

一大事と徹底捜索がなされ、密室の設計場にいた技

師・製図工 8 人が憲兵隊に連行され、警察署で拷問、

苛酷な取り調べを受ける。だが紛失の真相は製図工

の少年の“他愛もない”動機だったと明らかになり…。

この辺りはぜひ小説を読んでほしい。 

少年の供述書をとる刑事が、仕事の内容について

聞いた事項が機密に触れるのかわからないからと、

監督官立会いを求めてくる。機密が文字として残され

警察から裁判所にまで多くの人の眼に触れては困る

…。『戦艦武蔵』を読み進めながら、やはり当時の秘

密保持と、今法整備されようとしている特定秘密保護

法案とが重なってくる。何が秘密か？ それも秘密！ 

図面紛失事件後の造船所の人びとの心情を、吉

村氏は本書で次のように描写する。「宣誓者に選ば

れたことは、自分の技能と人間的な信用が認められ

た結果だと多分に誇らしい感情もいだいていたが、一

つの目には見えない鉄格子の中に投げ込まれている

ことにも気づいたのだ」。これは秘密保護法ができて

しまったら、多くの者が感じることになる気持ちではな

かろうか。 

特定秘密保護法案では、特定秘密の取扱いの業

務を行う者を「適性評価」でふるいにかける。「適性評

価」は、本人の同意を得て秘密を漏らすおそれがな

いかどうかという観点から、行政機関の長が行う、とさ

れている。評価項目はプライバシーにかなり踏み込

んだ事項が挙げられている（また、家族及び同居人の氏

名や生年月日、国籍及び住所なども調査事項。調査の際、

評価対象者の知人その他の関係者に質問できるとも書か

れている）。適さないと評価されたならばもちろんのこと、

適性評価に“同意”しなくても、従事できない。 

報道で「『特定秘密』を漏らした公務員らを処罰す

る」といった表現をしばしば見かけるが、“公務員ら”と

まとめてしまうのは、対象を実際よりせばめて伝えてし

まう。法案では適性評価の対象者を、行政機関の職

員、契約事業者の従業員、都道府県警察の職員とし

ている。特定秘密の範囲が広範なため、その対象者

も際限なく広がり得る（さらに言えば、故意・過失と

も秘密を漏洩した者を処罰するとともに、秘密を取得

した者、そして未遂・共謀・教唆・煽動までもが処罰

の対象となっている）。 

「武蔵」の例を思い起こせば、秘密の全容は知らさ

れないままに、現場では作業にあたり、警察もまた取

り締まったのだ。それに「武蔵」建造を担ったのは政

府でも海軍でもなく、三菱という一民間企業に働く人

たちであった。 

ところで「武蔵」の厳しい秘密保持は人びとを圧迫

したが、一方で、様々な知恵や技術を駆使して巨大

戦艦を完成させることは、関係者を熱くさせ誇りに思

わせるものでもあった。そして一企業にとっては、戦

艦も他の船と変わらない受注品の一つであった。 

これは軍需産業などが拡大する理由の一端を表し

ているように感じる。武器輸出三原則の緩和や、海外

への原発輸出などは、倫理にもとる行為だと思うのだ

が、それが莫大な利益を生み出すものであれば、企

業としては進めてしまうのだろう。それを政府が後押し

する社会となってしまっている。目的が何であれ最先

端技術の開発は研究者を惹きつけもするだろうし、あ
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るいは個々の従業員は生活の手段として目の前の仕

事をこなしているだけで、その仕事が何のためのもの

かまでは考えないかもしれない。しかし、企業には理

念があるはずだ。そこに倫理もあってほしいと願う。 

＊ 

今あらためて長崎の景色を思い出す。船から見た

岸辺。グラバー園から眺めた夕暮れの街。稲佐山展

望台から見た夜景…。長崎は、長崎港を中心に斜面

に家々が連なるすり鉢状の地形で、眺めのよい所が

多い。それは「武蔵」を人の目から隠したい関係者を

悩ませ、市内各所に監視の目をはりめぐらせる結果と

なった（三菱は、造船所が見下ろせるグラバー邸の買収ま

でしている）。一方、原爆投下時には、山の多い地形

が、熱線や衝撃波、爆風が広範に広がるのを防いで

くれたとも聞いた。 

平穏に見えるこの街で、今も戦艦ならぬ自衛隊の

艦船が造られている。県内の佐世保には基地を抱え、

ハウステンボスのすぐ傍には、驚いたことに米軍住宅

と、そして故郷に帰れぬまま荼毘に付された引揚者

の墓地がある。 

そして日本全国に米軍専用基地が 83 か所、米

軍・自衛隊の共同使用基地は 49か所もある（2012年

3 月末）。秘密にしたいような、憲法違反かぎりぎりの

事柄が、その中で行われていることだろう。周囲に起

こる事柄を考えるとき、それが基地の存在強化や軍

事増強につながるものか否かという視点で考えてみる

ことは、問題の本質に迫る近道かもしれない。 

政府は特定秘密保護法案とともに国家安全保障

会議（日本版 NSC）の設置を急ぎ、来年には国家安

全保障基本法の制定が射程に入っている。その先に

あるのは改憲である。いや、改憲せずとも憲法を骨抜

きにする準備を政府は着々と進めている。 

終戦から 68 年。その半分とちょっと生きている私

は、学校で日本国憲法の三大原理は「国民主権」「基

本的人権の尊重」「平和主義」であると教わった。平

和で自由に発言できる国であると思っていた。そう思

い込んでいたけれど現実は違ってきているようだ。 

軍艦島行きの船の上で、戦艦武蔵の時代の重苦し

い沈黙社会が、振り返った過去から甦り、この先の未

来に見えた気がした。社会の仕組みが大きくつくり変

えられてしまおうとしている今、私たちは、重大な岐路

に立たされていると思うのである。 

“結婚はもう出来ないかもしれない” あの原発事故直後、三十路を過ぎた私は結婚に対してどこか

諦めの気持ちや覚悟みたいなものを抱いていました。 

でもそれをあの事故のせいにするのは悔しかった。この歳まで独身だったタイミングの悪さのせいだ

と思ったほうが笑っていられました。でもどこかでは、諦めきれない自分が“このままここに住み続け

ていて大丈夫か”という迷いを生んでいて、気持ちはいつも混乱していました。 

その不安を払拭したくて、ボランティア活動に参加したり、反原発のデモに参加したりしましたが、

デモで叫ばれる言葉には福島で生きる自分が傷つくことも多く、どこに向かって生きて行ったらいいの

かわからなくなりました。 

きっとこんなふうにもやもやとした気持ちを持ちながらも、何もできずにいる人もいるのではないか。 

今、福島で生きる人たちはどんな気持ちで生活しているのだろう。若者は、子どもを持つ親御さんは、

私のような独身女性は。 

くすぶっている今のこの気持ちを話し合う場が欲しい。そんな思いをきっかけに身近な所やネットで

声をかけて、震災の年の 7 月に仲間を集めてコミュニティを福島で開きました。そこにはお父さんやお

母さん、八百屋さんや農家の方、一時は避難されていた方や、福島の人の思いを知りたいと県外から足

を運んでくれた方など 20 人ほどが集まりました。できるだけ本音で語れるようにとお酒を囲む席にし

たため、当日の会話は力強い前向きな話ばかりではなかったし、文章にはしにくい話もありました。 

小川 妙子（藤沢市在住） 

あの時の不安と今の思い 
 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑬ 
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しかし、みんなとの会話の中で、自分の出した答えに確信が持てるようになったり、自分の迷いをわ

かってもらえたりしていき、原発事故以降、何が正しいのか、何を信じたらいいのかわからなくなって

しまっていたものが、少し取り戻せた気がしました。月に一度ずつ開いていたそのコミュニティは、時

には放射線対策のお料理教室だったり、プランター菜園講座だったりに形を変えながら、私にとって、

そして毎回参加してくれる方々にとって必要なものとなっていました。 

その後、私はこの活動のご縁で他県の方と知り合い、結婚することになりました。 

福島を離れることは、今まで築いてきたもののことや、その他たくさんの迷いや不安がありましたが、

背中を押してくれたのはあの時のみんなでした。 

今は、あの時の出会いから広がった関東のメンバーと日々福島を応援するブログを書いています。福

島の人からの投稿もたまにあります。 

そして、年に 1～2 回、同じ思いを持った仲間を集めてのコミュニティを開催しています。 

あの時、何を大切にするべきなのか必死で考えて選び取った今。 

それが、どんな決断であっても、その先に笑える未来があって欲しいと強く思います。 

福島は何も終わっていないし、何も片付いていない。まだまだこれからです。 

福島県民は反原発を唱えるべきだと私には言えません。それもこの震災で学んだことです。 

しかし、今回の事故が起こるまで、原発について危険だとは思っていても、あまり深く考えたことが

なかった自分を反省し、関心を持ってこれから生きていこうと思います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

加納実紀代 著 

2013 年 3 月 1800円＋税 インパクト出版会 

被爆国なのになぜ原発大国に？ 科学技術の差

で敗れたとの認識が、日本を科学立国へ向かわせ

た。アメリカ主導の占領政策と資本主義国家とし

ての再興、民需拡大および女性解放のための家電

の導入が、平和運動最盛期の 1950 年代に原子力

の平和利用の形で結実した。私たちは今、あの時

と同じ轍を踏んでいないか？     （M･Y） 

山岡淳一郎 著 

2011 年 9 月 760円＋税 ちくま新書 

原子力は『指輪物語』の指輪のようであり、そ

の絶大なエネルギーは世界を支配できるものと惑

わせる。圧倒的な物量差で米国との戦争に敗れた

政治家が着目したのが原子力による国家支配。正

力松太郎、中曽根康弘、田中角栄…権力者たちが

強固に我々と原発を繋げてしまったその歴史を、

私たちは知らなければならない。 （佐藤 淳） 

書  評 

 ヒロシマとフクシマのあいだ 

―ジェンダーの視点から 

 
原発と権力―戦後から辿る支配者の系譜 


