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か否かの判断をこれにゆだねよ、というのか。
長谷部教授は「特定秘密法で日本が戦前に戻る

というのは非常におかしな議論です」とも述べる。
現在が戦前に戻ることがないのは、当たり前であ
る。歴史は一方通行であって、過去に戻ることな
どありえない。しかし、同じような状況のもとで
は、類似な現象が反復的にあらわれる。過去を反
省的な契機とすることによってこそ、過ちは避け
られる。過去は未来のための最大の資源であり、
それを顧みようとしないのは愚かである。今は新
しい戦争の前夜ではないか。

秘密保護法制の系譜
かつて（1985 年）国家秘密（スパイ防止）法

の制定が政治問題化したとき、上田誠吉氏は「戦
争のたびに秘密はふくれる」と書いた（『戦争と
国家秘密法』イクォリティ、1986 年）。私も同
感である。「戦争はぼう大な国家機密を産出し、
国民を戦争のために総動員しようとする」。した
がって、これらの秘密にふれる大量の国民が輩出
することは避けられない。

日清戦争後の 1899 年、「軍事上秘密ノ事項又
ハ図書物件」の探知・収集、知得・領有した秘密
の漏洩・交付・公示・伝説、防禦営造物の不許可
の測量・撮影・状況録取、防禦営造物への立入り
等を処罰する軍機保護法が制定された。また、水

“戦前”の気配
日清開戦から 120 年、日露開戦から 110 年、

第一次世界大戦開戦から 100 年目の年にあたる
2014 年。その正月を私は陰鬱な思いで迎えた。
新たな戦争の気配を強く感じざるを得ないからで
ある。それには、12 月 6 日に特定秘密保護法が
成立したことが大きくあずかっている。もちろん
そうした思いは、あらわな改憲志向と、あからさ
まな歴史修正主義を背後において繰り出される諸
政策（集団的自衛権の容認と国家安全保障会議

〈日本版 NSC〉の設置、教育統制の強化と教科書
検定制度の改悪などなど）とも結びついている。

したがって、憲法学の長谷部恭男東京大学教授
が、「国を守るためと称して安倍政権が視野に入
れている、集団的自衛権の行使容認には大反対で
す。憲法改正についても、96 条の憲法改正要件
の緩和を含めて大反対です。ただそれと、特定秘
密法は別です」と語って、集団的自衛権容認・憲
法改正と特定秘密保護法とを区別する議論（『朝
日新聞』2013 年 12 月 20 日付）には、当然のこ
とながら納得がいかない。さらに、「何を秘密と
すべきか」は、「具体的な事例ごとに、専門知識
をもつ各行政機関が判断し、指定したり解除した
りするしかありません」と述べるに至っては、

「行政機関」を信頼してこれに白紙委任せよとい
うに等しいとの思いが強い。権力を信頼して秘密
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陸の形状の測量・撮影・模写・録取を禁止し、兵
備の状況や地形等を視察すると認めた者に退去な
どを命ずる要塞地帯法が定められた。日露戦争後
の 1907 年に定められた刑法では、外患罪・間諜
罪・機密漏泄罪が規定され、1909 年の新聞紙法
では、陸相・海相・外相に軍事・外交に関する事
項の掲載禁止・制限権を認め、官公署・議会の未
公表文書、非公開の会議の議事の無許可掲載を禁
止した。そして、1937 年の日中全面戦争は、そ
れまでの機密保護法制に変化をもたらし、「スパ
イ防止」を口実とする監視の強化、国民相互の監
視がはかられ、秘密概念は拡大・強化されていっ
た。1937 年には軍機保護法が全面改定され、内
容の整備と取締りの強化、陸海軍大臣の命令によ
る秘密の範囲・種類が規定された。1939 年には
軍用資源秘密保護法、1941 年には国防保安法が
定められた。軍機保護法も改正され、処罰範囲の
拡大がはかられた。こうして秘密保護法制は「戦
争のたびごとに、あるいは戦後に戦争の経験によ
り、あるいは戦前に戦争に備えて、拡大強化がは
かられ」（上田前掲書）、日本はアジア太平洋戦争
に突入していったのである。

敗戦によって、軍の解体とともにこれら秘密保
護体制は一掃された。そして、日本国憲法によっ
て軍備の保持は否定され、言論表現の自由が保障
されることとなった。しかし、講和後もアメリカ
軍は駐留をつづけ、また、日米軍事同盟のもとで
再軍備が進行した。こうしたなかで秘密保護法制
定の動きが起こり、1952 年には、「日本国とア
メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
第六条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ
る合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑
事特別法」（刑事特別法）によって、「合衆国軍隊
の機密」の探知・収集・漏泄と陰謀・教唆・煽動
を処罰することが規定された。かつての軍機保護
法をたたき台にしたものとされる。さらに 1954
年には、「日米相互防衛援助（MSA）協定等に伴
う秘密保護法」が成立し、米国から提供された装
備品に関する「防衛秘密」の保護がはかられるこ
とになった。その後、何度か秘密保護法制定の動
きは顕在化し、1985 年にはスパイ防止法案が国
会に上程された。しかし、強い反対の声と運動に
よって、結局、廃案に追い込まれたのである。

今回の特定秘密保護法は、このスパイ防止法を
原型とし、防衛・外交分野の秘密に、「テロ防止」

などの治安分野の秘密も加えて秘密の範囲を格段
に拡大したものである（『朝日新聞』2013 年 12
月 16 日付）。こうしたことから、「秘密保護法は
公安警察の隠れ蓑だ」とする批判も強い（『世界』
2014 年 1 月）。特定秘密に該当する事項を列挙
した「別表」では、防衛に関する事項（一号）、
外交に関する事項（二号）とあわせて、公安警察
が担当する「特定有害活動（注―スパイ活動）の
防止に関する事項」（三号）と「テロリズムの防
止に関する事項」（四号）が掲げられている。テ
ロリズム防止に関する事項としては、原発の安全
性や放射線被曝の実態、健康への影響、原発内部
の使用済み核燃料保管場所などが想定される

（『朝日新聞』編集部による、12 月 16 日付）。
住民・国民による基地・原発などに対する監視

は犯罪となり、逆に行政による住民・国民に対す
る監視がいよいよ強化される。国民主権のもとで、
監視されるべきは権力であって、国民ではない。

“暴走”に対する抵抗
昨年 11 月 25 日、衆議院国家安全保障特別委

員会が福島で開いた公聴会で、意見陳述者の 7
人は、全員が反対意見ないし慎重意見を述べた

（以下、『朝日新聞』11 月 26 日付）。秘密の範囲
が非常に広くて明確ではない、何を秘密にするか
わからないため秘密は拡大の一途をたどる、反対
多数なのに採決すれば民主主義が揺らぐ、原発情
報の非公開が原子力の安全神話を生みだした、厳
罰化による恐怖心は萎縮効果をもたらす、原発情
報の秘匿によって国民の基本的人権が侵害される
など、与党の推薦者も含め、批判的意見が相次い
だのである。いずれも、当然の疑問であり、批判
である。しかし、衆議院特別委員会はその翌日、
法案を強行採決した。そして、政府・与党は多く
の反対の声を無視して、制定を強行した。まさに
“ 暴走 ” である。

日本国憲法はいう。「この憲法が国民に保障す
る自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない」（第 12 条）。日
本において自由と人権の問題を国民の政治参加と
かかわって最も早く提起したのは、自由民権運動
である。今年はこの運動の発端となった民選議院
設立建白書の提出から 140 年目の年である。運
動の代表的論客、植木枝盛は憲法案で、思想・言
論・集会・結社など、幅広い権利と自由を無条件
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2013 年 11 月 26 ～ 27 日、大飯原発差止訴訟
の原告有志は、福島県の相馬市、南相馬市、飯舘
村などを見学してきた。福島往復は、京都から夜
行高速バスだったので、1 泊 4 日の弾丸ツアーで
あった。福島では、「被災地フクシマの旅」実行
委員会の方の案内をうけ、「生業を返せ、地域を
返せ！」福島原発訴訟の原告の方々とも交流して
きた。参加者は、関西から 10 人、埼玉から 1 人、
福島から 1 人の合計 12 人であった。なお、この
福島交流ツアーでは、京都を出発してから見学の
先々で、放射線の空間線量を測定している。その
内容を含め全体的なまとめとして、報告集（カ
ラー版、A4 判 48 ページ、頒価 500 円）ができ
ているので、興味のある方は、ご連絡されたい。

福島交流ツアーの企画が出てきて、大飯原発差
止訴訟の原告に参加を募った段階で、原告の中か
らは、放射能汚染の福島に行くようなことは止め
てほしいという意見もあった。気持ちはよく分か
る。僕自身は、リスクと見学を天秤にかけて後者
を選んだ。

弁護団から初めて聞いたことだが、2011 年に
福島第一原子力発電所が過酷事故を起こすまで、
環境基本法では、放射能汚染は枠外に置かれてい
た。放射能汚染は、原子力基本法などに任せて
あって、こちらの方では、安全神話によって原発
事故は起こらないことになっていたわけだ。環境
基本法では、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒
音、振動、地盤沈下、悪臭という典型七公害だけ
が対象となっていて、環境基準の設定や環境基本
計画の策定などをすることになっていた。

その後、環境基本法が改正されて、放射能汚染

で保障するとともに、日本人民は無法に抵抗する
ことができると規定し、人民が抵抗権をもつこと
を明らかにした。1884 年、秩父の民衆は、経済
的な不況のもと、やむにやまれぬ状況のもとで立
ち上がり、抵抗権を行使した。秩父事件から 130
年の今日、悪政と無法に対して抵抗すべきは、私

たちの権利であると同時に、義務でもある。「人
類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」（日本
国憲法第 97 条）を、時の権力の暴走によって奪
われてはならない。それは、「将来の国民」に対
する責任である。

原発事故後の福島の状況は残酷すぎる
――福島交流ツアーに参加して思うこと――

吉田 明生
（出版情報関連ユニオン京都支部 副支部長

大飯原発差止訴訟 原告団［京都脱原発原告団］事務局長）

も対象となっているが、環境基準などは設定され
ていない。そのせいか、1 ミリとか 5 ミリとか
20 ミリ（シーベルト／時）といった数値があち
こちから出てきて定まらない。自然界に多少の放
射能があるといっても、原発事故由来の放射能汚
染は「たいした問題ではない」どころか、脱原発
によってかなりゼロにできるものである以上、ゼ
ロをめざすべきだと思う。また、ある程度の被曝
を受忍する意見でも、あくまでゼロを求める立場
を否定はできないと思う。

現在の政治、とりわけ原発事故に対する政治の
対応は、残酷なものだ。中通り地区にある福島市
でも、原発による汚染は、明らかだ。しかし、
30 万人近い福島市民を避難させるとなると、そ
の数も多いうえに、東北新幹線、東北自動車道ま
で閉ざさざるを得なくなる。ということで、「現
実的でない措置」はとられることなく、基準の数
値の方をいじることになる。基準の数値を現実に
合わせるのだから、新たな問題は起こらなくなる。
こうして、福島市、いわき市、郡山市など、「比
較的汚染の程度の低い」地域の住民は、捨てられ
ることになる。こうした地域から「自主避難」し
た人々は、避難した各地で苦難の道を歩んでいる。
訴訟に立ち上がる被災者が出てきて、裁判が始
まっているのは、当然の流れだろう。

福島駅からバスで浜通り方面に向かう途中、中
山間地の田畑は耕作が放棄されて荒地になってい
るところが目立った。人が暮らすことができなく
なった地域はなおさら、多くの田畑はうち捨てら
れたままだ。非日常の世界も、時間の経過ととも
に見慣れた光景になってしまうのだろう。あまり
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にも日常になってしまった荒地の風景は、新聞な
どマスコミでは改めて報道されることがない。う
ち捨てられた田畑に、農作物が栽培される日は、
もう決して来ないのではないかと、暗い気持ちに
なった。確かに、今回の福島交流ツアーは、ダー
クツーリズムであった。

福島原発の事故以来、農産物や水産物など食品
の放射能汚染が大きな問題になっている。今回、
見学に行った農民連の施設では、米の全量検査を
始め、安心で安全な農産物の供給に力を入れてい
る。交流した漁民のお母さんたちは、安全性を強
調していた。確かに皆、努力している。それでも、
原発事故由来の放射能をいっさい拒絶したい、拒
絶すべきだという立場もあって、そこにも道理が
ある。

そしてまた、別の問題もある。確かに放射能汚
染は大きな問題であるが、産地の偽装、数々の添
加物、残留農薬、遺伝子組み換え作物など、農産
物や加工食品をめぐる問題はあまりにも多い。問
題を拡散させる意図は全くないが、同質の問題が
数多くあることも事実だと思う。

人の生命や健康よりも、効率的な農作物栽培、
お金になる食品生産をめざす道は、原発の存続を

めざす道と重なるように思われる。
帰りの夜行高速バス乗り場や福島駅前は、何ご

ともなかったように光り輝いていた。しかし、そ
の明かりはすべて、原発に由来することのない電
力であることが、せめてもの救いだと思った。た
かが電気をつくるために、原発なんかを使うこと
はないのだ。

1986 年のチェルノブイリ原発事故には、大き
な衝撃を受けた。今、僕の本棚にある『危険な話
－チェルノブイリと日本の運命』（広瀬隆、八月
書館、1987 年）、『「がん当たりくじ」の話』（安
斎育郎、有斐閣、1988 年）などは、その頃の関
心によるものだ。そして、ちょうどその頃は、元
の勤務先・文英堂で会社側が職能給賃金体系の導
入を図り、労働組合攻撃を強めていた時期に当た
る。法廷闘争だけでも、京都地労委、中労委、京
都地裁、大阪高裁、東京地裁、東京高裁、最高裁
と数年間にわたった。それらの法廷闘争で大変お
世話になった京都第一法律事務所が、現在は若手
弁護士や事務局を中心に大飯原発差止訴訟で大き
な役割を果たしている。深い巡り合わせを感じて
いる。

飯舘村を襲った見えない津波
川辺 一雅（小学館労働組合）

まだ真新しいビルディングの車寄せに四駆は滑
り込んだ。ガラスの向こうには郷土自慢を案内し
たポスターや展示が見える。しかし自動扉は開か
ない。なにもかもがしんとしている。休日だから
か？　いや、もう長い間、この建物はほとんど利
用されてはいないのだろう……原発が吹き飛んだ
あの事故以降。そこは福島県飯

いい

舘
たて

村役場。2012
年 4 月 29 日。振り返ると、これまたぴかぴかの
放射線計があった。自分の目を疑うような数値を
示して……。

ゴールデンウィークは私にとって海で遊ぶ季節
の始まりだ。いつもならボードを屋根に載せあち
こち出かける。しかし、その年もその前年も、と
てもそんな気にならなかった。震災の被災地に行
かなくては！　私だけでなく、仲間たちもそんな

衝動に駆られた。前年はボードの代わりにキャン
プ道具一式を満載して、仙台から宮古へ、まだ
生々しかった津波の傷跡をたどった。それから１
年。南相馬から南三陸へと旅した。

往路、福島西インターから南相馬へ至る途中に
飯舘村はあった。とくになんの立入り制限もない。
ただナビに従って幹線道路を走れば、自然と飯舘
村を通過することになる。物資を運ぶトラックも
さかんに行き来していた。とくに知らなければ、
飯舘村はよくある山間の小さな村にしか見えない。

県道沿いのドライブインくらいは営業している
のではないか。そこで牛丼にでもありつけるので
はないか。馬鹿なことに私はそう考えていた。事
前に見た飯舘村のホームページにそう書いてあっ
たから。ホームページが更新されていないことを、
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私はわかっていなかった。
ドライブインはすぐ見つかった。しかし店舗の

周囲には雑草が生い茂っている。定休日ではない
ことは一目瞭然だった。ドライブインの駐車場で
降り、周囲の草むらに放射線計をかざしてみた。
4.26μSv/h。「ただちに人体あるいは健康に影響
はございません」な数値なのかもしれない。しか
し、いきなり、その放射線計を買ってからの最高
値だ。私は事態の深刻さをようやく知った。ドラ

しかし放射性物質は風に運ばれる。よって風上
に逃げなくてはいけない。飯舘村は爆発した原発
の風下にあった。さらに、放射性物質がふりそそ
ぐ条件がいくつも重なってしまった。しかも、そ
のことは「SPEEDI（スピーディ）」によって事
故直後からわかっていたのだ。しかし、そのこと
は村民にも避難する人々にもすぐには知らされな
かった。村民は放射性物質が含まれた水で炊き出
しをし、避難してきた人々にふるまったのだ。

「SPEEDI」の情報を知る者は、どうして飯舘村
を放置したのか。村民や避難民の命より大切なも
のがあったというのだろうか。

飯舘村役場前の放射線計は、事故後に設置され
たという。設置されたころの放射線計の写真を、
私はインターネットで確かめた。自分の目で見た
数値とは全然ちがう値が写っている。

誰かが放射線計の周囲の土を根こそぎ入れ替え
たという噂がある。そうかもしれない。放射線計
の周りは不自然なほどきれいに手入れされていた
からだ。公共の土地をいじるなら、公共の費用が
使われているはずだ。しかし、土が除けられたの
かどうか、除けられたなら誰がどうしてそれを命
じたのか、真相は闇の中だ。ただ確かなのは、わ
ずかな人しか残っていない村から、穏当な放射線
量の数字だけが世界に発信されていることだ。

酪農で名を上げた飯舘村に放射性物質がふりそ
そいだことがなにを意味するか論ずるまでもない。
きれいなビルの前だけが「安全」でも、人も飯舘
牛も帰ることはできない。ふだんは波のことしか
考えない私たちも、村を襲った見えない波の前で、
しばし呆然となった。

飯舘村の教訓は生かされるべきだ。そのひとつ
は、情報は為政者に恣意的にコントロールされて
はならないということだ。ところが、あの事故か
ら３年もたたないうちに「特定秘密保護法」が強
行採決された。まず、あるべきは情報公開の大原
則であったはずだ。そのうえでの秘密とはなにか
の議論であったはずだ。

いまだ飯舘村の復興のめどは立っていない。情
報操作に翻弄された人々の無念を思うと、いまも
やりきれない。

人家に人の気配はない。いつ人が現れてもおか
しくないような、晴れて、のどかで、平和な風景
なのに、住人たちがいつ戻ってくるかは誰もわか
らない。数時間のドライブでそんな場所に立って
いるのが不思議だった。

そうして村役場にたどりついた。なんと、村役
場前の放射線計の数値が、自分が計ってきた数値
と大きくちがう。0.79μSv/h。おや、私の放射線
計が狂っていたのかな？　自分の機械をかざすと、
同じ数字が出る。いったい、なぜなんだ？

イブインばか
りでない。村
内を巡って放
射線計を出せ
ば、自宅周辺
では決して出
な い 数 値 が
次々と示され
る。

飯舘村の悲劇は、情報秘匿の悲劇だ。福島第一
原発から約 40km 離れている飯舘村は、当初、
避難区域にはなっていなかった。だから南相馬市
や双葉郡の人々が事故直後、飯舘村に避難したく
らいだ。
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１　原子力、核
――原子力の「原子」、核兵器の「核」

この世界に存在するすべての物質は原子が結び
ついてできている。たとえば水素原子 2 個と酸
素原子 1 個が結びついて水の分子となる。原子
は英語では Atom（鉄腕アトムで有名なアトムで
あ る ） と い う が、 そ の 由 来 は ギ リ シ ア 語 の
ἄτομος で「分割できないもの」という意味だ。
物質をどんどん細かく分割していったら最後は何
になるのだろうかと古代ギリシアで考え出された
概念だ。

しかし、現在では原子も分割できることがわ
かっている。地球の周りを月が周っているように、
原子核の周りを電子が周っているのが原子の構造
だ（図 1 参照）。地球と月が引力で引き合ってい
るように、原子核と電子はプラスとマイナスの電
気で引き合っているのだ。原子核はさらに分割で
きて、陽子と中性子が固く結びついてできている。
陽子はプラスの電気を、電子はマイナスの電気を
帯びている。中性子はその名の通り電気的に中性
でプラスでもマイナスでもない。

原子力とは原子を構成する陽子、中性子の結び
つきが変化することで生じるエネルギーのことだ。
水素が酸素と結びつく（燃焼する）と水ができて
エネルギー（熱）が発生する。それと同じように
陽子と中性子の結びつき方が変わって、別の原子
ができるときにもエネルギーが発生する。ただし、
陽子と中性子の結びつきは、水素と酸素のそれよ
り桁違いに強固なものだ。そのため発生するエネ
ルギーも桁違いに大きなものになる。そして、原
子力のことを核エネルギーともいう。ちなみに

『広辞苑』（第 6 版）で「原子力」をひくと「核
エネルギーに同じ。」となっていて「核エネル

きちんと知りたい原発用語

　　　　　　　　川原 徹（岩波書店労働組合）

［第 1回］
1　原子力、核――原子力の「原子」、核兵器の「核」
2　放射線、放射能、放射性物質――意味の違いに注意しよう

ギー」を主としている。
日本では、「核兵器」と「原子力発電」のよう

に、「軍事利用」か「平和利用」かで意図的に
「核」と「原子力」を使い分けているという指摘
がある。広島、長崎、第五福竜丸の悲惨な経験か
ら反核運動が盛り上がり、「核アレルギー」など
という言い方もされる日本の事情を考えると、

「核」という言葉は悪印象を与えるので「平和利
用」の場面では避けたというのはありえそうな話
である。もっとも「原子爆弾」「核燃料」といっ
た例外もある。

図 1　原子の構造
陽子と中性子が結合した原子核のまわりを陽子と

同じ数の電子がまわっている。水素原子は一番簡単
な構造の原子で原子核は陽子が 1個だけ。ヘリウム
は 2個の陽子と 2個の中性子でできた原子核のまわ
りを 2個の電子がまわっている。トリチウムは原子
核をみるとヘリウムに近いが、化学的性質は陽子の
数（＝電子の数）できまるので、性質は水素とほぼ
同じである。ウランの原子核は 92個の陽子と 140
個以上の中性子でできていて、その周りを 92個の
電子がまわっている（複雑なので図は省いた）。

新連載

2　放射線、放射能、放射性物質
――意味の違いに注意しよう

原子はとても安定した存在だ。水素原子がヘリ
ウム原子に変化したりすることはふつうはない。
ところが原子のなかにはちょっとしたきっかけで
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別の原子へと変化したり、複数の別の原子へと分
裂（核分裂）してしまうものがある。そういった
原子はいわば過剰なエネルギーをもった不安定な
状態にあって、もっと安定した別の原子へと変化
しやすいのだ。こういった原子は、安定した原子
に変わるときに余分なエネルギーを放出する。エ
ネルギーは電磁波という電場と磁場の波として放
出されたり、原子を構成する粒子（陽子、中性子、
電子）が高速で飛び出すといった形で放出される。
この放出される電磁波や粒子を総称して放射線と
いう。

放射線を出して別の原子へと変化する原子を放
射性核種とか放射性同位体と呼ぶ。そういった原
子を含んだ物質を放射性物質という。放射性物質

（核種、同位体）が放射線を出す性質や能力のこ
とを放射能という。放射能という言葉が放射性物
質と同じ意味で使われることがよくある。「放射
能もれ」とか「放射能を浴びる」といった使い方
だ。本来の意味からいえば誤用なのだが、既に用
法として定着した感がある。ただし、「放射線も
れ」と「放射能もれ」では意味が全然違うので混
同しないよう気をつけたい。「放射線を出す能力

（＝放射能）をもった物質が放射性物質」と覚え
よう。

放射性物質、放射能というと非常に人工的なも
のというイメージがあるがもともと自然界に存在
するものだ。原発の燃料として有名なウラン（鉄
腕アトムの妹の名前でもある）も自然界にもとも
と存在する。ウランのうちとくに核分裂しやすい
もの（ウラン 235）を集めて核爆弾や原発に利用
しているのである。ただし、完全に人工的に作ら
れた原子もある。プルトニウムは自然界にはまっ
たくといってよいほど存在しない。現在の地球上

でみつかるプルトニウムは核実験や原発で生み出
されてばらまかれたものだ。

ちなみに自然界に存在するウランの 99％以上
はウラン 238 と呼ばれるもので、原発に使われ
るウラン 235 は、0.72％しかない。ウラン 238
とウラン 235 の違いは原子核の中の中性子の個
数で、ウラン 235 のほうが、中性子が 3 個少な
い。ウラン 238 とウラン 235 のように陽子の数
が同じ（名前も同じウラン）で中性子の個数が異
なるものを同位体という。同位体のうち放射線を
出すもの、つまり放射能をもつものを放射性同位
体という。同位体を区別するために名前の後に陽
子の数と中性子の数を足した数字を書く。この記
法に従えば、汚染水の処理で問題になっているト
リチウム（三重水素）は、「水素 3」と書くべき
ものだがトリチウムあるいは三重水素の名称がよ
く知られている。

水分子の中の 2 つの水素のうち１つあるいは 2
つがこのトリチウムと置き換わったトリチウム水
は、放射能をもつこと以外は水とほとんど同じ性
質をもつ。水の中から「水」を取り出すのだから
汚染水から除去することはたいへん難しい。

図 2　トリチウム水の混ざった水のイメージ
水分子の水素がトリチウムに置き換わるとトリチ

ウム水になる。これが水と混ざってしまうと分離は
困難。

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑯

被災地南相馬報告ももうすぐ３年！

玉川 光昭（玉川工務店社長）

「被災地南相馬報告」…。こう始まる記事を、もう何回発信しただろうか？
あの日以来、生後２か月半の赤ん坊を含む 4 人の幼い子どもを抱えての避難生活も、もうすぐ 3 年

を迎えようとしている。3・11 当日から、伝え続ける私の「被災地南相馬報告」は、SNS の機能に
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よって、世界中に拡散され、時には 1 投稿当たりの閲覧数が、10 万人を超えることもある。
私の自宅は、南相馬市小高区の福島第一原発から約 15km の地点にある。今も、法的に居住はでき

ないエリアだ。震災直後の私は、地元消防団員として、沿岸部での救助捜索活動に当たった。その活動
のさなか、原発から 10km 地点で、原発の爆発音を聞いた。つい先ほどまで、救助捜索をしていた私
が、突如、自らも避難せざるを得ない状況になった。4 人の子どもを抱え、80 を過ぎた祖母を抱え、
限られたガソリンで避難せざるを得なかったあの日のことは決して忘れられない。ほんの 2 ～ 3 日と
思って、着の身着のまま飛び出したが、その生活は、もうすぐ 3 年を迎えようとしている。

先日、震災当時生後 2 か月半だった三女を連れて、自宅へ一時帰宅した。その小高の自宅で、娘は
「ねぇ、ここどこ？」と何度も私に聞く。3 歳になったばかりの三女は、人生の 95％以上を避難先で過
ごしている。3 人の兄姉に囲まれ、祖父母、曾祖母もいる大家族 9 人で穏やかに暮らしていたその生活
は、娘の記憶にはない。生後 2 か月半当時のことを覚えている子などいないだろう。娘にとって、自
宅のある小高を「ここは私の故郷です」と言えるのだろうか？

私は、この生活が始まって以来、自らが続けている支援物資運搬活動の様子や現地レポート、避難先
での子どもたちの様子、原発再稼働に関することなど、様々なことを発信し続けている。発信し続ける
ことは、時にはかなりの心の痛みを伴う。怒りに心震えることもあれば、悔しさや悲しさで、感情を抑
えきれない時もある。原子力被災者として、多くの SNS 読者を持ち、講演活動もする私の原発に関す
る発信は、多くの人の目に触れ、それ故、容赦ない批判も寄せられる。

時間の経過とともに、あの日のことは、多くの人の記憶から忘れ去られ、原発に対する関心も薄く
なっている。今も私たちを含む多くの人が避難生活をする中、原発再稼働が、核のごみの処分先も決ま
らないまま、現実味を帯びようとしている。

命や病気の不安、日常生活を奪われる不安、そうした誰かの犠牲のもとに、電気を使った便利な生活
を手に入れるのは、もうやめてほしい。原発の問題は、経済性や効率性の問題だけでなく、命や日常生
活の問題として、重く受け止め、すべての大人に一緒に考えてほしい。

自宅にいるのに、「ここどこ？」という子どもを、もう二度と出す間違いをしてはいけないと思う。
そして、私が「被災地南相馬報告」を発信しなくてもいい日が来ることを望む。

私たちが「何を」発信しているかではなく、「どんな気持ちで」その発信をしているのかを、ぜひ多
くの人に感じてほしい。


