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『私たちの道徳』の押しつけ『私たちの道徳』の押しつけ『私たちの道徳』の押しつけ『私たちの道徳』の押しつけ    

 この 4 月から文部科学省（以下、文科省）は、

悪名高い文科省著作の『心のノート』を改訂した

道徳教育用教材（副教材）『私たちの道徳』を、

全国の小中学生に配布した。（http://www.mext.go.jp/ 

b_menu/houdou/26/02/1344132.htm 参照） 

 最近、下村博文文科相は、この『私たちの道徳』

を子どもが家庭に持ち帰って活用しているかどう

か、いいかえれば学校でもきちんと活用している

かどうかを調べて、もし持ち帰っていないのなら、

その旨知らせるようフェイスブックで保護者によ

びかけた。いわば密告のすすめである。かなり多

数の保護者から反応が返ってきたという。 

 このように下村文科相は『私たちの道徳』を事

実上の国定道徳教科書のように扱った。実は『私

たちの道徳』には子どもだけでなく保護者が記入

する欄も設けてある。それも活用して安倍流道徳

教育を家庭にまで押しつけようとしているのである。 

 だが、参議院の文教科学委員会で共産党の田村

智子議員から、『私たちの道徳』は使用義務がある

のかと追及され、これは副教材だから使用義務はな

いと文科省初等中等局長は答弁せざるをえなかった。 

 使用義務がない副教材を何とかして使用させた

いのは、いうまでもなく安倍政権が狙う通り、一

刻も早く事実上の「道徳」の教科化を実現し、愛

国心と規範意識を植え付ける道徳教育を強化した

いからである。 

 もっとも学校現場における道徳授業の実情は、

東京都の場合、『私たちの道徳』のほかに都教委

作成の副読本があり、さらに市区町村教委の副読

本、民間教材会社発行の副教材も加わって、とて

も『私たちの道徳』だけをおもな教材として使え

るような状況ではないという。 

「道徳」の教科化の問題点「道徳」の教科化の問題点「道徳」の教科化の問題点「道徳」の教科化の問題点    

 では「道徳」が教科になるとどういう問題が生

ずるのか。 

 第一の問題は、「道徳」が教科になると、検定済教

科書が発行され、教科書の使用義務が発生する。そ

の検定は文科省が行うから、国定の道徳規範がすべ

ての道徳教科書発行者の教科書に盛り込まれ、その

教科書を通して、すべての子どもたちに国定の道徳

規範が教え込まれるようになるのである。 

 つまり、教材を教員が自主的に選ぶこと、たと

えばクラスの中でおこっている問題を取り上げる

ような授業をやることは困難になり、教科書にそ

って教えるような道徳の授業がむしろ強制される

ことになると思われる。 

 検定教科書が発行されるとすれば、そのモデル
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になるのは、やはり『私たちの道徳』になるだろ

うということは十分に想像できる。したがって、

いますぐ『私たちの道徳』に対する批判を行って

いく必要がある。 

 第二の問題は、教科になることによって、必ず

子どもの評価が行われるということである。いま

のところ「道徳」は他の一般教科とは異なる「特

別の教科」と位置づけられ、5 段階評価のような

数値による評価は行わない方向だといわれるが、

文章による評価だとしても評価であることには変

わりはなく、国定の道徳規範を基準にして子ども

たちがそれをどのように身に付けたかが評価され

ることになる。子ども一人ひとりの生き方や考え

方の多様性が認められず、政府の決めた基準にも

とづいて生き方や考え方の善し悪しが評価される

というのは、戦後教育のあり方の大転換といわな

ければならない。 

でも道徳を教えることはよいことでは？でも道徳を教えることはよいことでは？でも道徳を教えることはよいことでは？でも道徳を教えることはよいことでは？    

 けれども、いまの子どもたちの生活や考え方に

は、いつの時代でもそうかもしれないが、大人か

らみれば、さまざまな問題が感じられることも事実で

ある。だから道徳教育をきちんと学校でやってほしい

という声も決して小さくはない。「道徳」の教科化はそ

ういう意味で国民から支持される状況もある。 

 だが問題は、どんな道徳教育が本当に子どもた

ちの生活の仕方や考え方をよい方向に変えること

につながるのかということである。 

 はっきりしているのは、戦前の「修身」教育の

ように、政府が定めた道徳規範、たとえば天皇や

国家への絶対服従というような政府にとって都合

のいい規範を教え込むものであってはならないと

いうことである。 

 また、道徳を教えるというときに、決められた

規範をたたき込む形で教えても、いまの時代では

子どもたちの頭を素通りしていくだけで、なんの

効果もないということである。 

 ではどんな形で、「道徳」に関して、子どもたちに働

きかけることができるのか。いままでの生活指導の実

践からいえることは、子どもたちの実際の生活にもと

づいて考えること、社会の現実・事実に根ざして考え

ること、そして日本国憲法の精神にもとづいて考える

ことなどを大事な原則にすることである。 

『私たちの道徳』の誤り『私たちの道徳』の誤り『私たちの道徳』の誤り『私たちの道徳』の誤り    

 そうした立場から考えてみると、『私たちの道

徳』の内容にもさまざまな誤りがあることが、最

近行われた「子どもと教科書全国ネット 21」の

全国総会や教科書シンポジウムでも指摘された。 

 まず目次をみると、子どもたちがどんな子にな

らなくてはならないかという規範が事細かに示さ

れている。そこへ到達するために、小学校低学年

から中学生まで、常に求められるのが、規範に照

らしての自己のふりかえりと反省である。そのう

えで模範例となる読み物教材を読ませて、もう一

度規範を確認させ、模範的な生き方に到達するた

めの自分なりの決意を持たせる。こうした手法が

全学年を通して共通しており、子どもたちに自己

責任の意識を持たせるよう誘導するものとなって

いる。 

 逆に、現実の問題に目を向け、自分の権利の問

題、権利を侵害している社会のあり方の問題とし

て考えることを、徹底的に回避しているのが特徴

である。家庭、学校、社会、国についてすべて良

い面、架空の理想像だけを教え、悪い面や改善し

なければならない現実には目を向けさせない。命

の大切さを説いても、現実に命が奪われている現

実には目を向けさせない。働くことを義務として

だけ教え、働く権利は教えない。これは憲法 27

条（勤労の権利及び義務など）違反の誤りといわ

なければならない。 

法律や憲法には個人の権利を保障する役割もあ

るはずなのに、スポーツのルールと同一視して、

法律は自分が守るべき義務という一面しか教えな

い。この点も重大な誤りであり、それは、自民党

「憲法改正草案」の第一二条〈国民の責務〉の規

定と通じるものでもある。 

 そして現実にあるさまざまな矛盾や摩擦は、挨

拶、思いやり、感謝、礼儀などで解決する、ある

いは解決したかのように思わせる。 

 以上が『私たちの道徳』の基本的な問題点とい

えよう。 

安安安安倍政権の政策全体と道徳教育倍政権の政策全体と道徳教育倍政権の政策全体と道徳教育倍政権の政策全体と道徳教育    

 安倍首相率いる自民党は、選挙公約などでも、

愛国心と規範意識を育てるための道徳教育の強化

を打ち出してきた。それがいま道徳の教科化とし

て具体化されようとしている。それはかねてから

財界が重視し要求もしてきたところでもある。そ

の内容は『私たちの道徳』をみてもわかるように、

すべての社会的矛盾を自己責任として引き受け、
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憲法で保障された権利を主張しない国民を育てる

ことに集約される。そうした国民こそが、戦争す

る国家にとっても、大企業にとっても必要な「人

材」なのである。 

浜岡原子力発電所浜岡原子力発電所浜岡原子力発電所浜岡原子力発電所    

私の生まれて育った場所は浜岡原発から車で

45 分程度のところにある。 

中部電力浜岡原子力発電所は、1971 年に１号

機が建設され 1976 年から稼働し始めたのを皮切り

に、これまで全 5 号機が稼動してきたのだが、福島

原発事故のため、菅首相の要請によって 2011 年 5

月にすべてが運転を停止している。生家から十数 km

程度離れた場所にあるこの発電所が個人的に何か

大きな影響をあたえたわけではない。 

 しかし、記憶を辿ると兄弟や友人の会話の中に

何度か原発は登場する。私には原発の存在は捨て

置けないほどではないが、さまざまな場面で記憶

に残る対象なので、許されるのなら、「私的浜岡

原発」の記憶を書かせていただく。 

放射能漏れが分かった時点で俺らはもうお終い放射能漏れが分かった時点で俺らはもうお終い放射能漏れが分かった時点で俺らはもうお終い放射能漏れが分かった時点で俺らはもうお終い

だだだだからなからなからなからな    

  これは私の兄が、中学か小学高学年のときの言葉。 

 原発事故による放射能汚染の恐ろしさは、放射

能漏れの情報がテレビや新聞で伝わった頃には、

自分が立っている土地はすでに汚染されていて、

もはや人が住める所ではなくなっているだろうと

いう言葉。原発の放射能漏れの危険と怖さはその

ような認識だった。 

大きな問題意識があったわけではなく、もちろ

ん反対運動をしていたわけではない。当時、小学

生の私にはどうしようもないことだ。 

しかし、間違いなく、無抵抗な子どもが社会に

殺される可能性の一つだ。危険と引きかえに大人

は便利さを買ったのだ。 

日本沈没日本沈没日本沈没日本沈没    

小松左京原作『日本沈没』。映画公開は 1973

年。藤岡弘主演。 

田舎町の木造映画館で見た。小説は読んでいな

い。 

 私の故郷の静岡県は日本の中で最も２つに割れ

やすいフォッサマグナという溝に当たるらしいと

いうことはこの映画で知った。大地震の可能性が

私の故郷にはいつもあった。 

その後『日本沈没』は、テレビドラマにもなっ

た。そのときのテーマは伊豆半島沖地震。1974

年に伊豆半島沖で起こったマグニチュード 6 ク

ラスの大地震である。 

 この地震被害と原発がドラマで描かれることは

なかったと思うが、浜岡のことは私の頭にあった。

大地震で、浜岡原子力発電所がどうにかなってし

まい、放射能が漏れた時点で、兄弟も家族ももう

お終いなのだ。 

チャイナ・シンドロームチャイナ・シンドロームチャイナ・シンドロームチャイナ・シンドローム    

 かつてない規模で起こるであろう「東海大地震」

は、『日本沈没』が公開された頃、近いうちに起

こるといわれていたが、私が高校生になっても起

こっていなかった。 

 緊急時に住民にアナウスするためのスピーカー

が、私が中学生になる頃には、県内にいくつも設

置された。静岡県の茶畑の上のほうには、まるで

電柱のような形で、お茶にかかる霜を防ぐ扇風機

のようなものと緊急時に住民にアナウンスするた

めのスピーカーが隣りあって設置されている。 

 静岡県駿河湾あたりから延びる南海トラフとい

う深海の谷にフィリピン海プレートがユーラシア

プレートの下に沈み込む最も危険な場所が、浜岡

原子力発電所の数キロ沖にあるということは小学

校や中学校の授業で何度も聞いた。 

高校生になって、映画をよく観るようになった。

『チャイナ・シンドローム』というアメリカ映画

が 1979 年に公開された。 

ジェーン・フォンダ、ジャック・レモン主演。 

 チャイナ・シンドロームとは、原発の核燃料が

メルトダウンを起こせば、地球の真ん中を突っ切

ってアメリカの真裏の中国にまで達してしまうだ

ろうという意味である。それほど恐ろしく取り返

しのつかない事態になるということ。「メルトダ

ウン」という言葉もこのときに初めて知った。こ

私的浜岡原発 

    桜井桜井桜井桜井    保志保志保志保志（（（（日本標準労働組合日本標準労働組合日本標準労働組合日本標準労働組合））））    



 

の映画の公開の直後に実際、アメリカのスリーマ

イル島にある原発が炉心溶融の事故を起こした。

 面白くもなさそうな社会派映画をわざわざ観に

いったのは浜岡原発のせいだろう。

 しかし映画自体は、非常に面白いものだった。

 映画の中で、原発内で放射能漏れを防ぐために必

死にコントロールしようとするジャック・レモンの必死な

悲しい表情は今でも思い出すことができる。

取り返しのつかない事態はその仕事に携わる人

間ならば、絶対に引き起こしてはならない。しか

し、起きてしまったら命がけで取り返さなければ

ならない。 

『チェルノブイリ』『チェルノブイリ』『チェルノブイリ』『チェルノブイリ』    

 1988 年発売のザ・ブルーハーツの曲。作詞・

作曲は真島昌利。 

 所属のレコード会社の親会社が原子力発電の事

業をしている三菱電機だったため、そこから出す

ことができず、自主制作盤としてリリースした。

ボーカルの甲本ヒロトとは大学生時代に、とき

 九段の千秋文庫の入口に万葉歌碑が刻まれてい

る。路上からも目に入る身体大のものだが、ほぼ

毎朝それを見ているうちに心に刻まれた。

「瓜食
は

めば子ども思ほゆ 栗食めばまして

いづくより来りしものぞ眼交
まなかひ

に もとなかかりて

安眠
や す い

し寝
な

さぬ」〔山上憶良（660

等を思ふ歌」〕 

 万葉歌は男女の愛を歌った相聞の歌が多いが、

山上憶良は、それを歌うことはなく、子を思う歌

を作った。60 代半ば以降の作であることから、

自らの子ではなく想像歌とする見方もあれば、自

身にかかわる心情を詠んだと考える説もある。ど

ちらでもよい話である。 

「世間（よのなか）の憂けく辛けく

「老いにてある 吾が身の上に 病をら

しあれば 昼はも 嘆かひ暮らし 

き明かし 年長く 病みしわたれば

さまよひ ことことは 死ななと思へど

なす 騒く子どもを 棄
うつ

てては 

見つつあれば 心は燃えぬ」（「老身重病年を経

子等
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今でも思い出すことができる。 
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間ならば、絶対に引き起こしてはならない。しか

し、起きてしまったら命がけで取り返さなければ

年発売のザ・ブルーハーツの曲。作詞・

所属のレコード会社の親会社が原子力発電の事

業をしている三菱電機だったため、そこから出す

ことができず、自主制作盤としてリリースした。   

ボーカルの甲本ヒロトとは大学生時代に、とき

どき遊んだ。ライヴを手伝ったり、一緒に映画を

撮ったりした。 

 ソビエト連邦で起こった原発の放射能漏れによ

るとてつもないレベルの大災害は、同じことが日

本でも起こる可能性があるから歌ったのだろう。

「…チェルノブイリには行きたくねぇ

の一部） 

 危険がそこにあるだろ。よく見てくれよ。と若

い感性と意識に引っかかったのだろう。金曜日の

夜に官邸前で『チェルノブイ

いかなと思う。 

 

 子ども時代は、近所に原発がある現実を受け入

れるしかなかった。 

「放射能漏れが分かった時点で俺らはもうお終い

だからな」 

「お終いだ」と大人になった今は言えるはずも

ない。危険を遠ざけるための声を出していかなけ

ればの思いを新たにした。

九段の千秋文庫の入口に万葉歌碑が刻まれてい

る。路上からも目に入る身体大のものだが、ほぼ

毎朝それを見ているうちに心に刻まれた。 

栗食めばまして偲
しの

はゆ 

もとなかかりて

660～733）、「子

万葉歌は男女の愛を歌った相聞の歌が多いが、

山上憶良は、それを歌うことはなく、子を思う歌

代半ば以降の作であることから、

自らの子ではなく想像歌とする見方もあれば、自

身にかかわる心情を詠んだと考える説もある。ど

「世間（よのなか）の憂けく辛けく いとのきて」

病をら 加へて

 夜はも 息づ

病みしわたれば 月重ね憂へ

死ななと思へど 五月
さ

蝿
ばえ

 死には知らず 

心は燃えぬ」（「老身重病年を経

て辛苦
く る

しみ、また児等を思ふ歌」）

 自らの内面の苦しみを、そしてその似姿を世間

に見つつも、子どもたちを見ていた。

 

 平城京遷都から 20 年あまり、隋や唐を模した

律令体制は行き詰まり、権力闘争に明け暮れる貴

族を中心とした官僚国家のひずみが深刻化してい

た。租庸調の重税や防人の兵役、遷都や寺院の建

立のたびに労役に駆り出される庶民生活への重圧

は増す一方であった。貧窮問答歌が詠まれたのは、

そんな時代である。 

「わくらばに 人とはあるを

を 綿も無き 布肩衣の 海

がれる かかふのみ 肩にうち懸け（たまたま人

間として生まれ、そして人並みに仕事もしている

のに、綿もない布だけの袖なし服、海藻のように

破れて垂れ下がったぼろぼろのものばかりを肩に

掛けて）」「 竈
かまど

には 火気
ほ け

蜘蛛の巣懸
か

きて 飯炊
かし

く 事も忘れて」。庶民の

塗炭の苦しみと、それに襲い掛かる役人の非情が、

子等を思ふ 

    内田内田内田内田    浩浩浩浩（（（（原発問題委員会事務局長原発問題委員会事務局長原発問題委員会事務局長原発問題委員会事務局長

どき遊んだ。ライヴを手伝ったり、一緒に映画を

起こった原発の放射能漏れによ

るとてつもないレベルの大災害は、同じことが日

本でも起こる可能性があるから歌ったのだろう。 

チェルノブイリには行きたくねぇ…」（歌詞

危険がそこにあるだろ。よく見てくれよ。と若

い感性と意識に引っかかったのだろう。金曜日の

夜に官邸前で『チェルノブイリ』を歌ってくれな

子ども時代は、近所に原発がある現実を受け入

「放射能漏れが分かった時点で俺らはもうお終い

「お終いだ」と大人になった今は言えるはずも

ない。危険を遠ざけるための声を出していかなけ

しみ、また児等を思ふ歌」） 

自らの内面の苦しみを、そしてその似姿を世間

に見つつも、子どもたちを見ていた。 

年あまり、隋や唐を模した

律令体制は行き詰まり、権力闘争に明け暮れる貴

族を中心とした官僚国家のひずみが深刻化してい

た。租庸調の重税や防人の兵役、遷都や寺院の建

立のたびに労役に駆り出される庶民生活への重圧

は増す一方であった。貧窮問答歌が詠まれたのは、

人とはあるを 人並に 吾も作る
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塗炭の苦しみと、それに襲い掛かる役人の非情が、
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その後の歌に続く。 

 山上憶良はその晩年、地方長官として庶民の生

活に接し、その困窮ぶりに心を動かされた。官吏

の立場にありながらも、庶民の生活の悲惨さを詠

んだ歌を朝廷に提出し、その惨状を訴えた。ほか

の万葉歌人には見られない行動である。

 某所で非正規労働者の正社員化のことを話題に

したことがあるが、その折に思い出したのが貧窮

問答歌であった。歌が詠まれた時から今日

お庶民の貧困が続いているようである。いや、時

代を経てなお、人心の方こそが貧窮したままなの

か。山上憶良は、時代の矛盾に、死や貧しさに鋭

敏なまなざしを送っている。今から

である。 

「吾をおきて人はあらじと誇ろへど」と、自分よ

り優れた者はいないと自虐的にうぬぼれてみせる

彼は、庶民からの税の取り立て仕事で人生を送れ

た身分である。しかし、貧しい者や苦しむ者、幼

い者、つまり社会的弱者への慈愛を持った視点の

ある異例の歌人であった。 

  

 人間の品性を見る指標がある。自分の役に立た

ない者にどのような態度をとるか、そして自分に

逆らうことのできない人にどう接するか、それを

見ればわかるという。同じことは、その社会の民

度や成熟度をはかる際にもいえよう。社会が「必

要とされていない者」にどのように接するか。そ

の国の生活弱者がどのように扱われているか、さ

まざまな事情で「反抗」することのできない人が

どのような処遇を受けているか、を

 現在、除染で出た汚染土や高い放射能濃度の焼

却灰などの中間貯蔵施設の建設をめぐって、どこ

ぞの大臣が「最後は金目でしょ」と発言したこと

が波紋を広げている。施設予定地の人たちが何に
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 大量の放射線を短時間で浴びると、脱毛、白内

障、受胎・受精能減退（不妊：男女とも）、皮膚

損傷（放射線熱傷）、造血器障害などの健康障害

きちんと
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山上憶良はその晩年、地方長官として庶民の生

活に接し、その困窮ぶりに心を動かされた。官吏

の立場にありながらも、庶民の生活の悲惨さを詠

んだ歌を朝廷に提出し、その惨状を訴えた。ほか

の万葉歌人には見られない行動である。 

某所で非正規労働者の正社員化のことを話題に

したことがあるが、その折に思い出したのが貧窮

問答歌であった。歌が詠まれた時から今日までな

お庶民の貧困が続いているようである。いや、時

代を経てなお、人心の方こそが貧窮したままなの

か。山上憶良は、時代の矛盾に、死や貧しさに鋭

敏なまなざしを送っている。今から 1300 年前に、

「吾をおきて人はあらじと誇ろへど」と、自分よ

り優れた者はいないと自虐的にうぬぼれてみせる

彼は、庶民からの税の取り立て仕事で人生を送れ

た身分である。しかし、貧しい者や苦しむ者、幼

い者、つまり社会的弱者への慈愛を持った視点の

人間の品性を見る指標がある。自分の役に立た

ない者にどのような態度をとるか、そして自分に

逆らうことのできない人にどう接するか、それを

見ればわかるという。同じことは、その社会の民 

度や成熟度をはかる際にもいえよう。社会が「必

要とされていない者」にどのように接するか。そ

の国の生活弱者がどのように扱われているか、さ 

まざまな事情で「反抗」することのできない人が

どのような処遇を受けているか、を。 

現在、除染で出た汚染土や高い放射能濃度の焼

却灰などの中間貯蔵施設の建設をめぐって、どこ

ぞの大臣が「最後は金目でしょ」と発言したこと

が波紋を広げている。施設予定地の人たちが何に 

大量の放射線を短時間で浴びると、脱毛、白内

障、受胎・受精能減退（不妊：男女とも）、皮膚

損傷（放射線熱傷）、造血器障害などの健康障害 

逆らえるというのだろうか。この国の過疎地で暮

らす人たちはこれまで何を押し付けられてき、さ

らに何を押し付けられようとしているのか。

 被ばく労働者の話を聴く。自己責任？

業に従事せざるを得ない人たちが一体何に逆らえ

るというのだろうか。安全対策も不十分なままに

原発を再稼働し、しかも海外への輸出まで計画し

ているこの国にどのような品格があるのか。

 生活を増税が痛撃し、公共事業に湯水のように

お金がつぎ込まれる現代社会。「兵役」の可能性

すら出ている。原発立地の人々が「いのち」の不

安の中での生活を余儀なくされ、誰

に成り立つ豊かさが再び求められようとしている。

  

 貧窮問答歌－自分よりも貧しい最下層の者の声

に耳を傾ける。つぶれかけた小屋の中、その者の

父母は枕元に飢えて凍え、妻子は足もとで力のな

い声で悲しみうめいている。一体その責任は誰に

あるのか。官僚たる自分にあるのではないか。何

ができるのか。現実のすべなさを慨嘆しつつ、知

識人として、時代の責任者としての自負や苦悩を

根幹に生きた歌人が存在した。

「世間を憂しとやさしと思へども飛び立ちかねつ

鳥にしあらねば」 

 鳥のように飛び立てないわれわれである。何より、

来への負債を負ってしまっている。処理不可能な放

射性廃棄物を後世に残している事実がある。

「いのちか経済か」そして「未来のために」と各

地の脱原発集会で訴えを聞く。一体「未来のため

に」とはどういうことだろうか。

現下の閉塞状況を破るにわれわれに必要なもの

は、かまどに掛かるくもの巣一つ見過ごさない万

葉人山上憶良の視点である。そして、「子等を思

ふ」心ではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

が現れる。これらは被曝後短期間で現れるため

性障害性障害性障害性障害と呼ばれ、放射線によって多数の細胞が

死ぬことによって生じる。ある一定値以上の放射

線を短時間で浴びると確実にこれらの症状が現れ
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川原川原川原川原    徹徹徹徹（岩波書店労働組合）（岩波書店労働組合）（岩波書店労働組合）（岩波書店労働組合）

第第第第 4444 回回回回]  ]  ]  ]  被曝量と健康影響被曝量と健康影響被曝量と健康影響被曝量と健康影響    

逆らえるというのだろうか。この国の過疎地で暮

らす人たちはこれまで何を押し付けられてき、さ

らに何を押し付けられようとしているのか。 

被ばく労働者の話を聴く。自己責任？ 原発作

業に従事せざるを得ない人たちが一体何に逆らえ

るというのだろうか。安全対策も不十分なままに

原発を再稼働し、しかも海外への輸出まで計画し

ているこの国にどのような品格があるのか。 

生活を増税が痛撃し、公共事業に湯水のように

お金がつぎ込まれる現代社会。「兵役」の可能性

すら出ている。原発立地の人々が「いのち」の不

安の中での生活を余儀なくされ、誰かの犠牲の上

に成り立つ豊かさが再び求められようとしている。 

貧窮問答歌－自分よりも貧しい最下層の者の声

に耳を傾ける。つぶれかけた小屋の中、その者の

父母は枕元に飢えて凍え、妻子は足もとで力のな

い声で悲しみうめいている。一体その責任は誰に

あるのか。官僚たる自分にあるのではないか。何

ができるのか。現実のすべなさを慨嘆しつつ、知

識人として、時代の責任者としての自負や苦悩を

根幹に生きた歌人が存在した。 

「世間を憂しとやさしと思へども飛び立ちかねつ

鳥のように飛び立てないわれわれである。何より、未

来への負債を負ってしまっている。処理不可能な放

射性廃棄物を後世に残している事実がある。 

「いのちか経済か」そして「未来のために」と各

地の脱原発集会で訴えを聞く。一体「未来のため

に」とはどういうことだろうか。 

現下の閉塞状況を破るにわれわれに必要なもの

は、かまどに掛かるくもの巣一つ見過ごさない万

葉人山上憶良の視点である。そして、「子等を思
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と呼ばれ、放射線によって多数の細胞が

死ぬことによって生じる。ある一定値以上の放射

短時間で浴びると確実にこれらの症状が現れ 
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るのでこれを確定的影響確定的影響確定的影響確定的影響と呼ぶ。どんな放射線

をどこに被曝したか、被曝の状況がわかっている

場合が多いので、被曝量は実効線量ではなく吸収

線量（単位はグレイ、Gy）で表す。100mGy

（mGy は 1000 分の 1Gy、ガンマ線なら 1ｍSv

に相当）以下では急性障害や確定的影響が現れる

ことはない。 

 レントゲン写真や X 線 CT スキャンなどによる被曝

は 1 回あたり数 mGy なので、一般の人が短時間に

100mGy を被曝することはまずないだろう。 

ただし、急性障害が現れなくとも放射線による

影響がないといえるわけではない。多数の細胞が

死ななかったとしても、放射線によって遺伝子が

損傷を受けるからだ。損傷が修復されたり、損傷

した遺伝子を含む細胞が死ねば、後々に影響は出

ないが、修復されずに残った場合には細胞が将来

的にがん化する可能性がある。被曝してすぐに影

響が現れないので、急性障害に対して晩発性障晩発性障晩発性障晩発性障

害害害害という。また、同じ量の放射線を浴びたとして

も、人によってがんになる人もいればならない人

もいる。運がよければ遺伝子の損傷が残らないが

運が悪ければ少量の被曝でもがんの原因になる可

能性がある。障害が現れるかどうかは確率的にし

かいえないので、確定的影響に対して確率的影確率的影確率的影確率的影

響響響響と呼ばれる。 

 少量で長期にわたる被曝で問題になるのは、こ

の確率的影響、晩発性障害（おもにがんの発症）

だ。日々体外から浴びる放射線や食物とともに取

り込んだ放射性物質による体内からの被曝など、

さまざまな被曝を合計して考えるために実効線量

（単位はシーベルト）を使って被曝量を表す。 

 確率的影響は、被曝後すぐに現れるわけではな

いので、被曝した人を追跡調査して将来健康に影

響が現れたかどうかを調べなくてはならない。ま

た、がんの原因は放射線以外にもたくさんあるの

で、ある一人の人物が被曝後にがんを発症したか

らといってそれだけで放射線が原因であるという

ことはできない。原発で働く人など一般の人より

も多くの放射線を被曝した人たちで、一般の人た

ちよりもがんを発症する人が多くいれば、それは

被曝が原因だと考えられる。 

 現在の放射線の影響についての知見の基礎とな

ったのは広島・長崎の原爆によって被曝した人の

調査だ。アメリカは原爆の長期にわたる影響を調

査するために、1946 年に原爆傷害調査委員会

（ABCC）を設立、1948 年には日本の厚生省の

国立予防衛生研究所（予研）もこの調査に参加し

た。原爆で被曝した人たちを長期間追跡調査して

健康に影響が出ないかを調べたのだ（調査だけで

治療は行わなかった）。その後も、原発で働く人

やレントゲン技師など日々放射線を取り扱う人、

チェルノブイリ等の不幸な事故で被曝した人、

元々放射線が高い地域に住む人などを対象に、放

射線の健康に与える影響が調査されている。 

100mSv100mSv100mSv100mSv 以下は安全？以下は安全？以下は安全？以下は安全？    ―― ―― ―― ―― 新たな安全神話新たな安全神話新たな安全神話新たな安全神話    

 国際放射線防護委員会（ICRP）は、100mSv

以上では、被曝していない人よりもがんになる確

率が 0.5%増え、被曝した量に比例してがんの発

症確率が増えるとしている。2 倍の 200mSv を

被曝すれば、がんになる確率も 2 倍の 1%増加す

るわけだ。100mSv 以上で影響が出ることに異論

を挟む専門家はあまりいないだろう。 

 問題は 100mSv 以下だ。現在の日本では、

「100mSv 以下は安全」という意見やそれを印象

づけようとする情報が多く見られる。放射線医学

総合研究所の Web ページに掲載されている「放

射線被ばくの早見図」では 100mSv から上に矢

印が引かれ横に「がん死亡のリスクが線量ととも

に徐々に増えることが明らかになっている」と書

かれている。しかし、100mSv 以下については何

も書かれていない。これでは、100mSv 以下では

影響はないという印象を受ける人が多いだろう。

文部科学省が作成した『中学生・高校生のための

放射線副読本』もこの図を掲載し、さらに「100 

ミリシーベルト（mSv）以下の低い放射線量を

受けることで将来がんなどの病気になるかどうか

については、さまざまな見解があります。（中略）

少しの放射線が原因でがんになる人が増えるかど

うかについて、未だ明確な結論は出ていません。」

と書いている。（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/ 

other/__icsFiles/afieldfile/2014/03/03/1344729_2_1.pdf 参照） 

「線量とともに徐々に増えること」については、

100mSv 以下ではたしかに明らかといえるほどに

ははっきりしていない。しかし、じつは 100mSv

以下でもがんの発症率が上がることを示した研究

は数多く出ている。100mSv 以下は安全という意

見をいう人は、都合のよい調査だけを根拠として

いるのだ。たとえば、がんにもいろいろな種類が
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あって放射線の被曝によって生じやすいがんとそ

うでないがんがある。被曝量が少ないとがんの発

症率も低くなるため、すべてのがんで発症率を見

れば放射線被曝で生じにくいがんによって全体の

発症率が下がり、被曝していない場合と比べて明

確に発症率が上がったといえない結果になること

がある。こういう場合でもある種のがんにだけ注

目すれば明らかに発症率が上がっていることがわ

かることがあり、実際にそのような報告が出てい

る。もし、すべてのがん発症率の調査だけを根拠

に、100mSv 以下は安全だと主張するなら、それ

は科学的な態度とはいえない。 

放射線にこれ以下なら安全という量はない放射線にこれ以下なら安全という量はない放射線にこれ以下なら安全という量はない放射線にこれ以下なら安全という量はない    

 数多くの調査研究に基づけば 100mSv 以下で

も健康に影響があるのは明らかだ。では、何

mSv 以下なら影響がないのだろうか。現在定説

となっているのは「100mSv 以下でも発がんの確

率は被曝量に比例して（直線的に）上がる。どん

なに低い線量でもそれに応じた確率でがんを発症

する可能性がある」というもので、しきい値なしきい値なしきい値なしきい値な

し直線仮説（し直線仮説（し直線仮説（し直線仮説（LNTLNTLNTLNT 仮説）仮説）仮説）仮説）と呼ばれている。つま

り 100mSv の半分の 50mSv なら 0.5%の半分の

0.25%だけ、10 分の 1 の 10mSv ならば 0.05％

だけ、発がんの確率が増加するということだ。

「しきい値なし」というのは、放射線の被曝量に

はこれ以下なら安全という値はないという意味だ。 

 これに対して、ある一定値以下の少量の放射線

は健康に被害を与えない、あるいはむしろ健康に

有益であるとする説がある。つまり放射線の健康

影響にはしきい値があるとする考え方だ。健康上

有益であるとする説では、その健康増進効果を放放放放

射線ホルミシス射線ホルミシス射線ホルミシス射線ホルミシスと呼んでいる。原発を推進する

側からすればしきい値があるという説はたいへん

ありがたいものである。放射線ホルミシスについ

ては、その根拠の薄弱さからは考えられないくら

い過大に宣伝されているので注意が必要だ。 

 LNT 仮説は「仮説」といっているように証明

されているわけではないが、放射線による発がん

のしくみを考えれば妥当な考え方だ。たった 1

個の放射線であっても遺伝子の化学結合を破壊す

るには十分なエネルギーを持っている。あたりど

ころが悪く、遺伝子の修復がうまくいかなければ、

細胞が後にがん化する可能性は否定できない。

ICRP もこの仮説を採用し、現在の放射線防護は

この仮説に基づいて行われている。批判もあるが、

国際的に合意された仮説といってよい。アメリカ

科学アカデミーの 2005 年の報告でも「現時点で

LNT 仮説を疑うべき理由はない」と結論してい

る。どんなに少量の被曝でも健康に悪影響がある

ことを疑うべき理由はないということだ。 

 つまり、低線量の被曝でこれ以下なら絶対安全

という基準を決めることはできない。健康を害す

るその他のさまざまな要因と比較して受忍できる

かどうか、という価値観を含んだ判断で決めるし

かないのだ。自然界にもとからある放射線での被

曝は 1mSv 程度だが地域によって差がある。で

あれば自然放射線に上乗せして年間 1mSv 程度

は受忍できるだろうとか、避難や除染にかかる費

用や避難者の精神的な負担を考えれば 5mSv く

らいは許容したほうがいいだろうといった具合だ。

どうやら日本の政府や政府にアドバイスする専門

家の中には、一般の人が居住する区域の基準とし

て原発作業員の年間被曝限度と同じ年間 20mSv

を許容できる範囲だと考える人がいるらしい。5

年以上住めば「がん死亡のリスクが線量とともに

徐々に増えることが明らかになっている」

100mSv を超えてしまうわけだが、これを受忍で

きる人は少ないのではないだろうか。 

除染土壌などの中間貯蔵施設の住民説明会（6 月 7 日）の録音テープを聞いた。報道にもあったよう

にほとんどの町民は怒り心頭で不満を露わにしていた。意外に思ったのは、新天地での生活をスタート

させるために用地を買い上げてもらいたいと考える人が想像よりずっと少なかったことだ。それもその

はずである。用地は町全体からするとごく一部であり、地権者も限られる。補償を受けられるのは地権

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』○○○○21212121     
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者のみであり、施設から一歩外に出れば何の補償もないのだ。環境省は、施設建設によって空間線量が

上がることはない、問題となるのは風評だけであるなどと、仮置き場と同じような説明をし、用地に居

住していた人の移住策については何ら触れずじまいである。つまりできるだけ早期に大熊町、双葉町内

に新たな生活環境を整備し、帰還を進めるということらしい。「30 年間帰れない人たちはどうなるん

だ」。住民の質問に対し環境省は「帰れないとは考えていません」ときっぱり答えていた。 

そもそも大熊、双葉のように高汚染された土地、家屋の賠償は施設建設とは別になされるべきもの

だ。しかしいつしか賠償より帰還政策が優先され、そのうえ中間貯蔵施設を押し付けられ、その隣での

生活を強要され、それについての賠償はないという。 

「なぜ私たちにばかり負担を押し付けるのか。電気を使っていた東京に造るべきではないか」。会場から拍手が

起こる。汚染されたとはいえ先祖や親族の魂の眠る大切な土地を、核の墓場にされるなど言語道断である。 

権力に蹂躙される住民の悔しさ、憤りは、自宅から 2km の鮫川
さめがわ

村に除染廃棄物や放射能汚染稲わら

などを燃やす仮設焼却炉を建設された我が身と重なってくる。この新たな苦しみは今後さらに拡大する。 

民間の処分場に 10 万 Bq/kg 以下の焼却灰を埋立処分する計画が持ち込まれた富岡町。仮設焼却炉は、

大熊、双葉、富岡を含め 18 市町村、合計 20 基以上が建設される計画だ。これらの地域が新たな放射

性物質の再放出元となり、排ガスは県境を越えて広がっていく。肉眼で目視できる粒径は、スギ花粉の

大きさである 30 マイクロメートルだが、焼却灰の多くは 10 マイクロメートル以下の微粒子であり、

排ガスの集塵装置（バグフィルター）を容易にすり抜け煙突から放出される。排ガスに含まれる放射性

物質の一部は気体であり測定されない。なぜならばいじん（飛灰）の粒子を測るばいじん計で測定され

ているからである。計測結果は一律「基準以下（ND）」で問題ないとされている。しかし 24 時間通

年稼働する焼却炉から放出されるそれらの総量はおびただしいものとなり、呼吸により体内に入ると肺

の奥へ取り込まれ長期間遺伝子を傷つける。 

4 月に避難解除された都路
みやこじ

町とこの 7 月にも解除が見込まれる川内村の境界で、今まさに仮設焼却炉

が建設されようとしている。6 月 7、8 日都路町の集会所で環境省の説明会がひっそりと開かれた。 

「建設可否を判断するデータ取りのため事前調査をやらせていただきたい。これは施設建設に直結する

ものではありません。」 

住民は一斉に反対。「3 年以上の辛い避難生活を耐え、ようやく帰還できた矢先に焼却炉など、どれ

だけ私たちを苦しめるのか！」 

しかし環境省は「復興のために必要です。ご理解いただきたい。事前調査は行います」と切り捨て、

一方的に打ち切った。鮫川村でも大熊・双葉町でも全く同じスタイルだった。 

今後フクシマはどうなるのだろう。舞い上がる放射能のチリ、放射能ゴミを満載して絶え間なく行き

交うダンプ…想像するだけで息が詰まりそうだ。こんなフクシマを、佐藤知事は「『福が満開、福のし

ま』を実際に見て、味わって、感じていただきたい」などとＰＲしているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


