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東日本大震災から 3 年になる。大津波さえな

ければ東京電力福島第一原発の事故は起きなかっ

た、と考えている人が多い。そうではない。第一

原発から約 10 キロ南にある福島第二原発も大津

波に襲われ、大半の非常用発電機が機能停止に陥

った。しかし、4 つあった送電ルートのうち 1 つ

が生き残ったために、炉心溶融は免れた。 

ところが、福島第一原発では当時使用可能だっ

た送電ルート 2 系統がともに、地震動によって

送電線の鉄塔が倒れるなどしたために不通になっ

た。1 号機では、地震動によって配管などが破損

した可能性が高い。非常用の発電機も津波が来る

前に地震動によって故障していた疑いもある（国

会事故調報告書）。福島第一原発の炉心溶融事故

には、地震動が大きな要因になっていることは明

らかである。にもかかわらず、「大津波さえなけ

れば」というデマが広く流布されているのは、初

期の原発が大地震に極めて脆いことを隠したいか

らであろう、と思う。 

なにゆえに原発は地震に弱いのか。1960 年代

後半から 1970 年代初期に建設された福島第一や

女川（宮城）、浜岡（静岡）、伊方（愛媛）など

は、今とは比べ物にならないくらい「古い地震学」

を基礎にしているからである。 

1960 年代後半から 1970 年代初めにかけて、

地震学は“革命”を経験した。断層は地震の原因

なのか、結果なのかについて長らく続いていた論

争に終止符が打たれ、地震とは断層運動そのもの

である、との地震観が確立した。その後を追うよ

うにして、地球上の地質現象を、地球の表面を覆

う 10 数枚のプレート（岩板）の運動によって説

明するプレートテクトニクスが誕生した。地震を

起こす原動力はプレートの運動であることが分か

り、大地震が起こるのはプレートの境界や活断層

である、との考え方が地震学者の間ではあっとい

う間に受け入れられた。 

ところが、原発の安全審査にかかわった学者の

多くは、こうした“革命”とは無縁の工学者や地

質学者であった。彼らが信じていた「古い地震学」

では、地震の原因について定説はなかった。ある

人々は、地震とは球状の岩体がグシャリとつぶれ

る現象であると考え、ある人々は地震の原因はマ

原発建設に手を貸した「古い地震学」 

泊 次郎（東京大学地震研究所研究員） 
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グマの運動と考えており、地震波はある点（震源）

から同心円を描いて放射されるものと考えていた。 

活断層という概念も縁遠かった。四国電力伊方

原発訴訟で証言した東大の地質学の教授は「活断

層などというものはそもそも、地球上に存在しな

い」と言い放った。1976 年のことである。この

教授は、長い間プレートテクトニクスに反対し続

けたことでも知られている。 

福島第一の安全審査当時は、審査の基準さえな

かった。東京電力の申請をそのままに、申請から

5 か月で 1 号機の設置が許可された。1970 年に

安全設計審査指針がつくられ、地震や津波につい

ては過去にその地で経験した最大のものを考慮す

ることが盛り込まれた。とはいえ、大地震が起き

るとどの程度強い地震動に見舞われるのか、観測

例は乏しかった。限られた古記録をもとに地震動

が推定されたのである。 

このため、この時代に設置許可された原発では、

設計で想定された最大の地震動は極めて小さい。

例えば、1966 年から 1972 年にかけて設置が許

可された福島第一原発 1 号機～6 号機では、最大

の地震動は 265 ガル、震度にすると震度 5 強程

度である。当時の建築基準が普通の建築物につい

て定める約 200 ガルの 3 割増しにすぎない。 

1970 年と 73 年に設置許可された中部電力浜

岡原発 1 号機、2 号機では、1854 年の安政の東

海地震の際の地震動の 1.5 倍の 450 ガルを最大

地震動と想定している。原発の直下が震源域にな

ることは「想定外」であった。 

1972 年と 77 年に設置が許可された伊方原発 1

号機、2 号機では、最大の地震動は 300 ガルであ

る。原発のすぐ北側にはマグニチュード 8 クラ

スの地震を起こす中央構造線が走っているが、活

断層ではない、とされていた。 

地震学の“革命”の成果を取り入れて、原発の

耐震設計審査指針が策定されたのは、1978 年に

なってからである。その指針も地震学の進展から

取り残され、2006 年には新しい指針に改定され

た。しかし、この指針も大きな問題を抱えている。 

2007 年の新潟県中越沖地震では、東京電力柏

崎刈羽原発 1 号機では、1699 ガルの激しい揺れ

に襲われた。2011 年の東北地方太平洋沖地震で

も、福島第一原発や東北電力女川原発 1 号機で、

新指針で想定される最大の地震動を上回る地震動

が観測された。 

1978 年の旧指針の策定以前に設置許可された

原発は 27 基あった。電力会社などは「設計には

余裕があるから大丈夫」というが、そんなはずは

ない。福島第一原発 6 号機では 2000 年 7 月に起

きた震度 4 程度の地震の直後に、配管が破断し

た。浜岡 1 号機、2 号機は、想定東海地震の地震

動に耐えられそうにもないことから廃炉が決まっ

た。福島第一 1 号機～6 号機も廃炉になる。「古

い地震学」の遺産でもある残り 19 基の原発の廃

炉を急がねばならない。

恥ずかしながら原発が存在すべきでないと実感

をもって考えるようになったのは、福島の原発事

故以後です。それ以前より原発反対を訴えていた

方々には感服しつつ、これほどの惨事の後でも再

稼働ありきで進む国や世の中を指をくわえて見て

いることに疲れ始めていたところでした。日本全

体が平和ボケしているように見え、そういえば

10～20 年前と比べて核戦争で人類が滅亡の危機

に…みたいな映画も減って今が瀬戸際なのに核へ

の危機感は失われるばかり、と国やメディアや社

会のすべてについイライラする毎日です。そうや

って面白くなく思っていても実際的な脱原発には

ほど遠く、問題意識をもつといった気持ちの問題

では済まされないような焦燥感にかられていたと

き、上智大学・島薗進先生による連続セミナーに

参加する機会をいただきました。そして科学者・

専門家たちの演じた役割や、科学のありよう、宗

教的観点からの原発批判などを通して、自分だけ

「科学の進歩」をめぐって感じた二、三のこと 

―連続ゼミ「原発の倫理性と現代科学」に参加して 
 

 
上田 美野里（南江堂） 
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では得がたい視点を与えてもらいました。 

とくに個人的に宗教的な観点からものを考える

ことが普段ないので、宗教団体の声明などはこの

機会がなければ知り得なかったところです。驚い

たのは人間に対する優しさや未来を尊重すること

の自然さです。それらは非常にわかりやすく、人

間の命こそが最優先で、そういう考え方からすれ

ば原発の存在が NG なのは当然であり、こまご

まとした論議を超えた前提があります。私自身は

無宗教を結構頑なに主張してきたほうなのにもか

かわらず、もうどれか一番親和性のあるものを選

んで教えに従ったら楽なんじゃないかと検討して

しまったほどです。やはり日々の信仰といわれる

とまったくピンとこないのでそこに居場所を見出

すことはできませんでしたが。そう考えると、信

心深い友人を受け入れるとき普通にやっていたつ

もりでも、ある程度自分が納得するための要素が

必要でした。たとえばムスリムの友人がアルコー

ルや豚肉を口にしないのにも、治安の観点から禁

酒も合理的ではあるとか、ブタは生物学的にヒト

に近いから、などと社会を円滑に機能させたり各

人の倫理観を維持したりするための存在として宗

教をとらえてきたので、まあ急に信仰に目覚める

には無理があります。 

そういう人たちに向けて宗教団体も説得力のあ

るアピールをするために言葉を尽くしています。

私も宗教だからこその視点と役割があることを知

り、彼らにしかできないことがあること、彼らと

も共感・議論しうることを知りました。 

ところで信心のない自分が何を信じているかと

いうと、どう考えても科学のようなのです。今回

のセミナーでは、現代科学が原発事故の前にも後

にも、人命と安全をないがしろにするような隠蔽

や判断に一枚かんでいることを見てきました。情

報を隠される側の一人として政府や専門家にうん

ざりして何にでも怒っていたわけなので、力をも

ちすぎた科学が驕った結果であり経過が今なのだ

と考えると、まず焦点が絞れ、確かにと思います。

科学者は、いわば人々を騙して原発を推進し、今

は事故を忘れさせることと再稼働に忙しいようで

す。そんな科学者たちの功罪は明らかです。もち

ろん私たちは怒りを覚え、このままではいけない

と思い、科学第一主義の方向に転がり続ける現代

の在り方に不安になります。 

そしてセミナーの話題は ES 細胞や出生前診断

などの生命科学、純粋な科学探求が孕む暴走の危

険などに及び、テーマが「原発の倫理性と現代科

学」ですからそれは当然のことですが、ここで科

学をよりどころにしている私は、なるほどとばか

りいってもいられなくなりました。万能細胞がど

うのというニュースに感じるのはロマンだし、出

生前診断をするかもしれないし、真実の探求に罪

はないと信じてきたうえに、生命誕生に人の手が

加わることでまずいことになる予感はしながらも、

実はちょっとくらい進めてみてもいいんじゃない

かと思ってしまうのです。原発を推進した科学者

に怒り心頭になりながら、生命科学にはこんなに

寛容とは。誰かに彼らとは違うと言ってもらいた

いですが、ただの分野違いですから本質的には残

念ながら同じなのでしょう。そうやって置いてい

かれている間にもセミナーは進み、質問タイムで

もやりすぎの科学についての議論は飛び交い、ど

れも当然のようにダメ前提に立っているのを見て

皆本当にダメなものはダメだからと受け入れられ

るのかと疑いながら、悩ましい気持ちで帰途につ

きました。 

人間のできることが責任をとれる範囲を超えた

とき、問題が生じるだろうと頭ではわかります。

しかし自分の利益や興味を満たすものを抑え込む

ためには論理的に納得する必要があり、つまりは

セミナーでも言われていた議論不足に尽きるのか

なと思います。私も起こりうる脅威についてしっ

かり検討をしたいし、それでなぜ進めるべきでな

いか納得できるのならばぜひ納得したいところで

す。もしそこまで考え、議論をした末にダメ前提

に立つのでなければ、それはそれで思考停止かも

しれません。 

だからといって、自分も一緒だから原発推進派

のことを非難できないとか言っている場合でもな

いですし、それぞれの原発反対にいたる考え方も

いろいろに違いなく、同じ方向を向いているよう

でありながら時に孤独感を感じたりもしつつ、力

を合わせるものなのでしょう。 

私自身の腑に落ちない気持ちは次の回でリベラ

リストを納得させるための巧みな論理を聞いたら

なんとなく落ち着き、セミナー5 回を通して、自

分の狭い世界と頭の中からだけでは湧いてこない、

積み上げられた洞察の一部を与えてもらい、それ
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とともに目標実現のためには議論をこねくり回す

にとどまらず戦略と説得力が重要だという思いを

新たにしました。 

それでも、実際のところ何をすべきか迷いなが

ら日常を送っているだけでは人生はすぐに終わっ

てしまいます。広くアンテナを張りボーっとしな

いで生きることは大切ですが、そのうえで私が明

日からどうするのかは引き続き火急の課題です。

いつになく関心を持って見聞きして来た都知事

選だったが、開票後まもなく舛添当確が報じられ、

あっけなく終わった。そして、翌々日のある新聞

の朝刊 1 面には、笑みを浮かべて支援政党の幹

部と握手する宇都宮候補の写真が、「共同の輪さ

らに発展を」のリードとともに載っていた。私は

その記事を名状しがたい気分で眺めながら、都知

事選が告示される数日前に、友人と交わした会話

を思い浮かべていた。 

その時、「原発は依然として大問題なんだし、

細川が小泉と組んで出たからには、細川で間違い

ないんじゃないの」と私が問いかけたのに対し、

事情通の彼は「いや、それはわかりませんよ。そ

うなればいいと思いますが、そう簡単にはいかな

いんじゃないですか。それに、宇都宮さんが降り

ずに反（脱）原発の票が割れれば、舛添楽勝とい

うことになりかねませんよ」と答えたのだった。 

私自身は、何を措いても原発が争点になるべき

だし、昨年の特定秘密保護法成立までの成り行き

を見ていても、今度の選挙は安倍政権に一石を投

じる絶好の機会だと考えていた。しかも、参議院

の任期満了日は 2016 年 7 月、衆議院は同 12 月

で、少なくともあと 2 年半は大きな選挙は予定

されていないのである。そうであるなら、より多

くの人に受け入れられやすい細川候補に一本化す

るよりほか選択肢がないと思っていた。 

そうした気持ちも込めて「そんなふうにはなら

ないんじゃないの。というか、そうはなってほし

くないなあ」と、さらに問い返してみた。すると

彼は、「いや、僕も残念だと思いますが、おそら

く一本化はできないでしょうし、そうなれば舛添

勝利の可能性が高くなると思います。でも、そう

なって舛添が勝っても、宇都宮支持の人たちは、

価値ある敗北だった、筋は通したと胸を張るんで

しょうね」と自嘲気味に応じるだけだった。 

結果は、その後の反応まで含めて友人の見立て

た通りだったが、すでに報じられているように、

そこには勝敗以外にいくつかの無視できない要素

も含まれていた。たとえば得票数において、細川

氏と宇都宮氏の票を合わせても舛添候補の獲得し

た数にはるかに及ばないことや、泡沫候補とみら

れていた田母神氏が、投票率が 46％にとどまっ

たにも拘わらず獲得票数は 60 万票を超え（得票

率は 13％）、しかも若年層の支持が最も高かっ

た、ということなどである。 

もとより、投票率が前回の都知事選より 16％

以上も低下してもなお、宇都宮氏の得票数が微増

したことを忘れてはならない。しかし同時に、現

政権が全面に出て支持した舛添氏と、その主張が

安倍首相と近いといわれる田母神氏の票を合わせ

れば、投票数の 6 割近くに達しているのも事実

である。 

私はそうしたことを気にかけながら、偶然（と

いっても、それは必然であるのかも知れないが）、

雑誌「世界」の名編集長として知られる吉野源三

郎さんの『人間を信じる』（岩波現代文庫）を読

んでいた。ほとんど再読するものばかりだったの

だが、次のような発言に改めて目を引かれた。吉

野さんは、かつて日本が全面講和か否かをめぐっ

て大きく揺れ動いたときのことに触れながら「い

わば、日本の進路の問題といっしょに、自分の生

活の問題、思想的態度決定の問題が、切離せない

湯原 法史（筑摩書房労働組合） 

カイロスを求めて 
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一つの真剣な問題になっていたと思います。こう

いう状況の中では、目前の現実問題がほとんど直

接に原理的な問題につながります」と述べていた

のである。この言葉はそのまま、現在の私たちに

向かっても投げかけられているのではないだろう

か。 

平和を愛し、自由と平等の実現を求める人々に

とって、日本の内外の情況は、前回の都知事選が

行われた 1 年前と比べてもはるかに悪化してい

ることは明らかだろう。この数か月に表面化した

アメリカとの確執一つをとってみても、それは疑

いないことのように思う。しかし、一人ひとりが

踏み絵を踏まされる悪夢のような時代がすぐそこ

まで迫っているというのに、私たちは力を合わせ

ることができなかったのである。何よりも勝つこ

とが大きな意味を持っていた勝負であったにもか

かわらず、大義を重視するのではなく手続きや議

論の整合性が大事だと考え、そのことを優先した

のである。その結果、まぎれもなく彼らの勢いに

はハズミが付き、私たちは、後退でなければ停滞

を余儀なくされている。 

「意味のない勝利より、価値のある敗北を」と

いう考えは貴重だと思うが、それには、また決す

べき機会の来ることが前提となっている。しかも、

ひとたび流れ始めた勢いをさえぎるのが極めて困

難だというのは、「戦前」の歴史がうんざりする

ほど教えているところでもある。次の機会が何時

なのかはわからないが、一段と厳しいものになる

ことだけは間違いない。そもそも、私たちにどれ

ほどの猶予が残されているのだろうか。 

吉野さんはやはり同じ本の中で、以下のように

も述べていた。「わたしたちは、ちょうど戦場に

立って敵の大軍の動静をうかがうも
．
の
．
み
．
のように、

武者ぶるいしてこの現実に立ち向かうのである。

どんなに敵が大軍であろうとも、いつかは叩き負

かすという戦意を失うわけにはいかない。その戦

意は私たちの目を鷹のように鋭くし、現実の分析

を急所に向かって切り込ませてくれるであろう。

／それにしても、諸君、私たちは勉強しなければ

ならないのだ。味方の陣容を整備するためにも。

また、敵を打負かす戦略、戦術を誤りなくたてる

ためにも」。為すべきこと、考えるべきことの基

本は、すでに尽くされているように思う。

 

１ アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線 

――放射線の正体 

 

放射線は放射性物質が出す電磁波や粒子の総称

だ。電磁波は電場と磁場が変化しながら伝わる波

のようなもので、光や電波も電磁波の仲間だ。お

肌の大敵紫外線も電磁波の仲間だが、ふつうの光

よりも高いエネルギーをもつためにたくさん浴び

ると日焼けしてしまう。放射線に分類される電磁

波は紫外線よりもさらに高いエネルギーをもって

いるため日焼け以上の悪影響を人体に与える。エ

ックス線（X 線）やガンマ線（γ 線）が電磁波

の放射線の代表だ。 

放射線のうち粒子の仲間の代表が、アルファ

線（α 線）、ベータ線（β 線）、中性子線だ。

いずれも原子を構成する粒子が高速で飛び出して

くるもので、ベータ線は電子、中性子線はその名

のとおり中性子がその正体だ。アルファ線はちょ

っと変わっていて、陽子 2 個と中性子 2 個が結

きちんと知りたい原発用語 連載 

川原 徹（岩波書店労働組合） 

[第 2 回] 

1 アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線 放射線の正体 

2 電離 放射線の作用 

3 遺伝子、DNA 放射線はなぜ危険か 
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びついて一つの粒となったものがその正体だ。こ

れはヘリウム原子から電子を取り去ったもの、つ

まりヘリウム原子の原子核である。これら粒子線

も高いエネルギーをもっている。 

放射線は、もともとは放射性物質が出すものの

総称だったが、現在ではその正体がわかっている

ので、放射性物質が発生源でなくとも放射線と呼

ぶ。実際のところ、最初に発見された放射線であ

るエックス線は真空のガラス管の中での放電によ

って発生したものだった。当時は放射線という概

念がなかったので、ガラス管から出ている目に見

えない謎の光線といった意味で発見者のレントゲ

ンが X線と名づけた。 

 

2 電離 

――放射線の作用 

 

放射線の実体はさまざまだが、いずれも高いエ

ネルギーをもつ。「高いエネルギー」というと当

たると痛かったり熱かったりするように思われる

かもしれないが、レントゲン検査でエックス線が

当たるのを感じないことからもわかるように、普

通にイメージするエネルギーとは少し意味合いが

違う。厳密な説明は難しいが、ものすごく小さな

範囲にエネルギーが集中しているイメージだ。い

ってみれば原子サイズの弾丸みたいなものである。

とても小さいので当たっても外見上はなんの影響

もないように見えるが、当たった部分を拡大して

みるとものすごい影響をうけている。 

具体的には、放射線は当たった物質の中の原子

や分子から電子をはぎとってしまう。この作用を

電離といい、この作用をもつ放射線を電離放射

線という。ふつうに放射線という場合はすべて電

離放射線と考えていい。逆に電離作用をもつ電磁

波や粒子線を放射線と定義する場合もある。 

ただし、中性子線だけは少し事情が異なる。電

気的に中性で電子にはほとんど影響を与えないの

で物質を直接に電離することはない。しかし、電

気的に中性なので原子核から反発をうけず簡単に

原子核の中へ入り込む。余分な中性子を取り込ん

だ原子核は不安定になりじきに放射線を出して安

定な原子へと変わる。この放射線が物質を電離す

る。そのため中性子線を間接電離放射線と分類

することもある。 

中性子線によって物質が放射性をもつことを放

射化という。原子炉の中では、核分裂で生じた

中性子線が大量に飛び交っている。これが原子炉

内にあるさまざまな物質を放射化するために、原

子炉の中はさまざまな放射性物質が大量に蓄積さ

れていく。 

 

3 遺伝子、DNA 

――放射線はなぜ危険か 

 

原子を結びつける化学結合の主役は電子だ。放

射線の電離作用で電子がはぎとられると化学結合

が切断されて分子が壊れてしまう。これは生命に

とってはたいへん都合が悪い。生命活動は複雑な

化学反応の組み合わせだ。遺伝子に書き込まれ

た情報をもとにたんぱく質やたんぱく質の働きを

制御する酵素などが合成され、たんぱく質が組み

合わさって細胞をかたちづくり、その細胞が集ま

って体を作りあげる。 

遺伝子も化学物質であることに変わりはない。

その正体はデオキシリボ核酸（略称 DNA）と呼

ばれる細長い鎖のような分子で、細胞の一つひと

つがもつ細胞核の中に含まれている。普通の鎖は

同じ形の金属の輪がたくさん繋がっているが、

DNA の「輪」（実際には輪になっているわけで

はなく化学結合で繋がっている）は 4 種類あっ

てどの「輪」がどういった順番でつながっている

かでたんぱく質の情報が記録されている。いわば

4 種類の文字で書かれた文章で、生命にとっては

図１ 放射線の種類とその性質 

放射線によって物質を透過する能力に違いがある

がいずれも電離作用をもつ。アルファ線は「紙 1

枚でも遮れる」といわれるように、透過力は低いが

逆に電離作用はたいへん強い。 
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大事な部品の「設計図」である。これが読めなく

なったり、間違ったものに書き換わったりしたら

大変だ。そうならないように生命は長い進化の過

程で DNA を修復する機構を発展させてきた。 

DNA は鎖のような構造だといったが実は 2 本

の鎖が対になってらせん状になった二重らせん

と呼ばれる構造になっている。鎖の一方が損傷を

受けても、対になるもう一方の情報をもとに損傷

を修復することができる。また、鎖の中には同じ

ような情報が繰り返されている部分が多くあって、

損傷した情報を近くの同じような情報をもとに修

復するような仕組み（相同組み換え）もある。 

しかし、多量の放射線を受けて DNA がずたず

たに切断されたりすれば修復はできず細胞は死に

いたる。また、修復の過程でミスが起こり「設計

図」が書き換わってしまうこともある。間違った

「設計図」では正常な生命活動はできないのでや

はり細胞は死んでしまったり、場合によっては本

来の機能を果たさずに際限なく分裂を繰り返すが

ん細胞へと変化することもある。 

人体には 60 兆個ともいわれる細胞があるので、

少々の細胞が死んでも残りの細胞が人体としての

生命活動を維持しまた新しい細胞も作られる。し

かし、大量の放射線を一度に浴びると多くの細胞

が死んでしまい、脱毛、皮膚損傷（放射線熱傷）

など、急性の健康障害が現れる。放射線の量が多

ければ個体そのものが死んでしまう。少量の放射

線であれば多くの細胞が一度に死ぬことはないの

で急性障害はあらわれない。しかし、DNA の修

復ミスで「設計図」が書き換わった細胞が後にが

ん化するなどの晩発性の障害が起こる可能性があ

る。こういった晩発性の障害は、同じ量の放射線

を浴びた人でも起こったり起こらなかったりする。

福島原発事故後、私も、私の周りの福島県民も、とてつもなくアクティブになりました。講演会や集

会を主催し、自分もどんどん参加し、意見聴取会に応募し発言します。行政には請願、東電には要望書、

IAEA には質問状、政府にはパブリックコメントを送り続けています。官邸前や議員会館で発言し、デ

モや座り込みを行い、そして自分たちも福島を語る講演を始めました。それまで、足を踏み入れたこと

もなかった裁判所にも出かけるようになり、福島原発告訴団が結成され、法的手段にも訴えるようにな

りました。街に出てアクションすることにも、誰かにいろいろ言われることにも慣れました。 

この 2 年 10 か月の間、次から次へと起こる理不尽な出来事に、休むことなくアクションし続けてい

る脱原発の仲間たち。私は尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。ただ、自分たちが必死に活動しなけれ

ばならないのは、原発を再稼働させ、元通りの原発利権社会を取り戻そうとするチカラのほうが強大だ

からです。信じられないことに、この地震国日本において、時代遅れで危険なだけの原発を、維持しよ

うと考える人々がいるのです。私には原発は、経済性、安全性、持続性、どれをとっても何一つ取り柄

のないものにしか見えませんが、なぜか推進派はいるのです。 

そんな人たちには、「福島の現状を、目を逸らさずに見なさい」と言いたいです。子どもたちにあら

われている健康被害を見なさい、人々の心を分断し家族を離散させている状況を見なさい、未だに自宅

に帰る見通しも立たない人たちが 15 万人もいる現状を見なさい、誰もが不安を抱えて暮らしている様

子を見なさい、そう言いたいです。 

国に対しては「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定めた日本国憲

法に則って、安全安心な暮らしをさせなさい」と、強く強く言いたいです。 

 

人見 やよい（福島県郡山市在住） 

福島の知見を生かし 今すぐ原発からの卒業を！ 
 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑰ 
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『原子力ムラの陰謀 機密ファイルが暴く闇』 

今西憲之＋週刊朝日取材班 著 

2013 年 8 月 1700 円＋税 朝日新聞出版 

自殺と判定された西村成生・動燃総務部次長は、

「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故「ビデオ隠し

問題」の調査をさせられていた。死後、自宅に残

されていた膨大な「西村ファイル」には、彼がか

かわってきた原子力ムラの陰謀が克明に記されて

いた。妻は今でも夫の死因に疑念を持つ。その疑

念を否定できない闇の存在が、本書によって明か

される。           （前田 能成） 

 

『萩尾望都作品集 なのはな』（漫画） 

萩尾望都 著 

2012 年 3 月 1143 円＋税  小学館 

「世界が終わらないように、世界が次の世代に続

くように、願っています」（あとがきより）。東

日本大震災の直後に発表されて話題となった、原

発事故により自宅を追われた少女を主人公とした

「なのはな」とその続編、そして放射性物質の魅

力と危険を擬人化した 3部作。いてもたってもい

られない衝動、何とかならないのかという焦燥、

それらを忘れない覚悟が色濃く滲み出る。 

  （鈴木 佳子）

 

書  評 


