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 阿武隈山系は一雨ごとに深く色づき、西風

が冷たい季節がやってきた。それでも晩秋の

福島は殊更に美しい。季節はたゆまず廻って

ゆくが、私たち被害者の心には、何かを置き

忘れたような虚無感と先が見えない不安がな

いまぜとなった「疲れ」が溜まり続ける。 

 原発事故から 4 年になろうとしている今も、

人生を根こそぎ変えられるような被害を受け

ているたくさんの人々が苦しんでいるのに、

その被害を与えた者たちの責任は問われてい

ない。 

  

 福島市にある浪江町の仮設住宅のすぐ目の

前は、除染で出た放射性廃棄物の仮置き場だ。

黒い袋がうず高く積まれた異様な風景の傍ら

に自らを癒すように手入れされたプランター

の花々が美しく咲いている。事故から 4 年近

くなる 4 畳半二間、夏は暑く冬は寒い仮設住

宅の中での先の見えない暮らしに、抑うつ状

態が蔓延している。福島県の災害関連死数は

津波による死亡者の数を超え、1700 人以上と

なった。自殺は被災 3 県の中で最も多い。自

主避難者は経済的な困難から帰還を余儀なく

され、家族内での意見の違いからの離婚も多

い。地域の中でも、放射能に対する考え方や

立場の違いから対立や沈黙が生まれている。 

  

 原発サイトでは汚染水漏洩問題が深刻さを

増している。放射性物質の海への漏洩は「京」

という単位の天文学的な数字である。現在、1

号機のカバーが一部外され、瓦礫の片づけや

使用済燃料の取り出しが検討されているが放

射性物質の飛散は大丈夫なのだろうか。東電

の発表では、今も 4 つの事故炉から、毎時

1000 万ベクレルの放射性物資が放出されてい

る。現在 1 日 6000 人の作業員が過酷な被曝労

働に従事している。人が入って作業する現場

で一番放射線量が高いところは 800μSv/ｈと

いわれている。多重化する下請け構造の中で

低賃金での労働が強いられる。被曝限度の問

題から、未経験者が増え、事故も頻発してい

る。 

  

 福島県の「県民健康調査」によると、2014

年 8 月 24 日現在で事故当時 18 歳以下と事故

後生まれた子どもたち約 36 万人のうち、検査

が終了した 29 万 6000 人中 57 人が癌、46 人

が癌の疑いとなっている。なかにはリンパ節

に転移した例もある。福島県県民健康調査は

原発事故との関連を「考えにくい」としてい
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るが、もっと詳細な検査項目が必要ではない

のか、予防医学の立場で子どもたちの被曝低

減策が必要ではないだろうか。避難解除に伴

い学校も元の場所に戻され、避難先に住んで

いる子どもたちはバスで長時間かけて通って

いる。汚染水の海洋漏洩が明らかな中での海

水浴場の解禁、屋外でのプール活動、学校給

食の県内産材料の使用など、国や自治体は子

どもの人権をどのように考えているのだろう

か。 

 被害者は十分に救済されず、事故はなにも

終わっていない。被害は形を変えて拡大して

ゆく。このような中で、原発の再稼働や原発

輸出が強引に推し進められようとしている。

一つひとつの出来事を思うとき、この事故の

真実が明らかにされ、きちんと責任が問われ

ていれば、事態はもう少し違うのではないだ

ろうかとずっと感じ続けてきた。 

 私たち福島原発告訴団 14,716 人が、2012

年 6 月と 9 月に福島地方検察庁に原発事故の

責任を問うために行った告訴・告発は、2013

年 9 月 9 日には全員不起訴という処分が出さ

れた。家宅捜索など本来なら行われるはずの

強制捜査も、行われなかった。 

 当然私たちは検察審査会へ不服の申し立て

をした。福島地検が東京地検に事件を「移送」

したため、告訴した福島ではなく、東京の検

察審査会へ申し立てせざるを得なかった。私

たちは「これでも罪は問えないのか」という

被害者の思いを汲んでもらうため審査会への

激励行動やハガキ作戦を行い、リーフレット

の配布や被害者証言集会を開き世論に働きか

け続けた。 

 2013 年 7 月 31 日、東京第五検察審査会は

勝俣恒久元会長ら 3 人に起訴相当、1 人に不起

訴不当の議決を発表した。議決書では、原発

事業者には安全確保のための高度の注意義務

があり、過酷事故を起こすほどの津波が来る

ことを具体的に予見でき、必要な対策をとり

事故を回避することができた、と非常に明確

に示されている。しかも、より重大な責任を

持つトップの罪を問うている画期的な議決で

ある。今、東京地検は新たなチームで再捜査

を行っている。本来 3 か月で処分を決めなく

てはならない決まりがあるが、検察はさらに 3

か月の捜査期間の延長を決めた。検察審査会

の議決を真摯に受け止め、厳正な捜査をし、

今度こそ地検自らの手で起訴をし、裁判を起

こすよう心から期待する。 

 現在の福島における雪崩れを打つような帰

還・復興政策と新たなる放射能安全プロパガ

ンダの中で、理不尽な被害にあった被害者だ

と意識し続け、それに抗うことはとても苦し

いことである。しかし、私たち被害にあった

者には、真実を明らかにし、同じ悲劇を繰り

返させないための責任がある。 

 最後に私たちがなぜこんな思いの中、告

訴・告発をしているのか、この運動の意味を

お伝えしたく、「福島原発告訴団 告訴声明」

（2012.6.11）を紹介する。 

  

今日、私たち 1324 人の福島県民は、福島地方検察庁に 

「福島原発事故の責任を問う」告訴を行いました。 

事故により日常を奪われ、 

人権を踏みにじられた者たちが 

力をひとつに合わせ、怒りの声を上げました。 

告訴へと一歩踏み出しことはとても勇気のいることでした。 

人に罪を問うことは、 

私たち自身の生き方を問うことでもありました。 

しかし、この意味は深いと思うのです。 

・この国に生きるひとりひとりが大切にされず 

だれかの犠牲を強いる社会を問うこと 

・事故により分断され、引き裂かれた私たちが 

   再びつながり、そして輪をひろげること 

・傷つき、絶望の中にある被害者が 

力と尊厳を取り戻すこと 

それが、子どもたち、若い人々への責任を 

果たすことだと思うのです。 

声を出せない人々や生き物たちと共に在りながら 

世界を変えるのは私たちひとりひとり。 

決してバラバラにされず 

つながりあうことを力とし 

怯むことなくこの事故の責任を問い続けていきます。 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=

cache:http://kokuso-fukusimagenpatu. 

blogspot.com/2012/06/blog-post_6667.html 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://kokuso-fukusimagenpatu.%20blogspot.com/2012/06/blog-post_6667.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://kokuso-fukusimagenpatu.%20blogspot.com/2012/06/blog-post_6667.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://kokuso-fukusimagenpatu.%20blogspot.com/2012/06/blog-post_6667.html
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原発震災後の女性会議の活動 
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アーミッシュの生活 

 最近、アーミッシュ村のテレビ映像を見まし

た。のどかな風景に馬が映っています。そこはニ

ューヨークから 2 時間半ほどの農村地帯、ペン

シルベニア州。18 世紀アメリカ移民当時の生活

様式を守り続け、農耕や牧畜による自給自足で暮

らす人々がいます。チーズ・ジャム・ソーセー

ジ・蜂蜜が観光客にも販売され、アーミッシュキ

ルトや手造り家具が人気だそうです。住居も親戚

一同が総出で、木造建築の家を建ててしまいま

す。アーミッシュの宗教はプロテスタントの宗派

の一つで、厳格な規則（「オルドゥヌンク」とい

う戒律）に従っています。彼らは聖書の通り、質

素に平和に暮らしています。馬車に乗り電気を使

わない生活は 16 歳まで続きます。その後は親か

ら独立し、自分の判断で村の外に出ていくことも

できますが、多くの若者が村に残る生活を選ぶよ

うです。私がアーミッシュを知ったのはアメリカ

映画『刑事ジョン・ブック／目撃者』（1985

年）でした。アーミッシュの少年とその母親が事

件に巻きこまれるという作品です。彼らは、電気

にたよらず、独自の文化を守り、一般の社会とは

かけ離れた生活習慣を維持しています。電気に頼

る生活をしていると、電気が供給されなくなった

時に支障をきたすからだそうです。 

 東日本大震災の直後、無計画停電の体験は、エ

ネルギー問題を考えるきっかけとなりました。私

が子どもの頃は、落雷でよく停電になりましたの

で、ロウソクと懐中電灯のありがたさを思い出し

ました。 

  

震災後の女性会議 

 震災直後の出版女性集会全体会では、ドキュメ

ンタリー映画監督の鎌仲ひとみさんに講師を依頼

しました。原発推進派の政治家が、原発の知識に

乏しく無知であることを見事に指摘されました。

ウラン、プルトニウム、プルサーマルなど、素人

にも危険なことがよく分かりました。原発と原爆

の怖さを多くの人に広めたい。チェルノブイリへ

取材に行った鎌仲さんの熱意が伝わってきた講演

でした。 

 また、2013 年の「日本母親大会」分科会「ビ

ッグてい談 いのち・平和・ことば」では、詩人

のアーサー・ビナードさんが「汚染水」をとりあ

げ、天然水、深層水と同じようなものと錯覚され

やすいが、「放射能水」というべきで本質をとら

えた「ことば」になっていない。ことばのペテン

を見抜くレンズを持とうとの話でした。 

 3 月 8 日といえば国際女性デー。2011 年の会

場だった九段会館は、11 日に地震で天井が崩落

し死者が出ました。時々、もうずいぶん前の国際

女性デーのことを回想します。それは、中米のコ

スタリカへ旅行した女性からの報告でした。日本

人に質問をしてみたい、というコスタリカの子ど

もたちからの要望があり、社会科の授業に招かれ

たそうです。コスタリカでは、小学生と中学生が

一緒になって外交問題を学びます。周囲を海に囲

まれた国だからこそ、他国と仲良くすることが重

要なのです。小学生が世界情勢を知るために新聞

を読み、選挙の模擬投票まで行います。そんな好

奇心旺盛なコスタリカの子どもたちにとって、日

本は不思議でならない国なのです。なぜなら広島

と長崎に原爆が投下されたことを授業で学ぶから

だそうです。地震の多い国であるのにもかかわら

ず、原発がたくさんあることについて納得がいか

ない。どうして怖くないのかを知りたい、と教師

にせがんだそうです。その答えは「何重にも安全

対策がとられているから、絶対に事故は起こらな

いから、大丈夫です。」という決まり文句でし

た。あれから 10 年以上たちました。 

 2013 年の出版女性集会全体会で、ジャーナリ

ストの伊藤千尋さんも、コスタリカについて語っ

ています。日本とコスタリカの違いは軍事費にあ

ります。日本は税金を使ってイラク戦争を支援し
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ました。一方、コスタリカは、イラク戦争支持は

憲法違反であるとの判決が出たことで、戦争から

撤退し、軍事費全てを教育費に充てました。他に

も、小学生が憲法の生存権を活用して、訴訟をお

こすことができる「活憲」について語りました。

原発と人類は共存できない！ と自然エネルギー

の研究に舵を切った日本の学者がいること。日本

の再生可能エネルギー技術が海外で高く評価され

ていることを報告されました。 

 

これからのこと 

 もう一度、アーミッシュ村のことを想像してみ

ましょう。彼らは、植物や動物、昆虫と共存してい

ます。土を耕し武器を持たずに、ひっそりと暮らして

いるのです。かつての福島の住民も自然を愛し、

その恵みである食物を収穫していたはずです。 

 あれから３年半、わが家では 5 匹いた猫が 3

匹になりました。2013 年、大正生まれの義母が

亡くなり、ヘルパーさんは来なくなりました。連

れ合いはハンディー掃除機をガーガーと使用して

います。私は、ほうきとちりとりで猫砂を掃く毎

日。すると、耳元で、「火山列島に住んでいて怖

くないですか？」「日本から脱出したくなりませ

んか？」という声が聞こえてきます。 

 私たちは、福島原発の事故を経験したのになぜ

変われないのか。それは政治の問題でもありま

す。秘密のうちに再稼働してしまえ！ という力

なのです。現代に生きる、アーミッシュの人々は

独自の文化を維持しています。そこには人間らし

い生活空間とゆったりとした時間が流れていま

す。日本はどうでしょうか。時間に追われ競争社

会に生きる男性の働き方に引きずられ、疲れてい

ませんか。未来にむけて、人生っていいね！ と

笑顔で過ごしたいものです。さあ、手と手を取り

あって前に進みましょう。そして、私たちの声を

代弁してくれる政治家をしっかり選びましょう。 

芝居の戯曲を書くというのはとても孤独な作業

だ。書き上げるまで誰も助けてはくれない。とき

には行き先もわからないまま、暗中模索で書き始

めることもある。書き上げたからといって、上演

される保証はない。幸いにも私には「ミュージカ

ル・ギルドｑ.」という劇団があり、そこに私の

書いた芝居を面白がって演じてくれる物好きな仲

間がいるおかげでその努力も報われるわけだが、

多くの場合はそうではない。書き上げた戯曲が舞

台化されるのはとても運が良い。その幸運に恵ま

れなかったものがどれだけあることだろうか。書

いた芝居が当たる、当たらないという以前に、書

き始めることそのものがもうギャンブルだ。そし

てそのギャンブルに挑み続けて、気がつくともう

20 年になる。その私なりの区切りの年に「THE 

SECRET GARDEN－嘘の中にある真実－」と

いう作品を作ることができた。 

 この 20 年間で 12 本のミュージカルを作って

きた。それが多いか少ないかはわからないが、そ

のうちこの 10 年で 8 作品を上演したのだから、

なかなかのペースだろう。そのいずれの作品も、

人間が悩み、苦しみ、ときには恋もし、でもその

中で社会と関わりあいながら成長していくさまを

描いてきた。リストラされた男もいた。DV に苦

しむ女もいた。ネットカフェ難民といわれる人々

も描いた。真実のためにたたかう記者の姿も書い

た。そんな私の作風を、よく「社会派ミュージカ

ルですね」と言う人もいるが、それにはとても違

和感を覚える。社会を描くこと、その中で生きる

人間を描くことこそが演劇に他ならないと私はず

っと思っているからだ。私にとってとても自然な

ことで、それがたまたま芝居に音楽がつき、歌い

踊るミュージカルという演劇表現であったに過ぎ

ない。まあ、詰まるところミュージカルが好きな

ミュージカルに思いを託して～秘密保護法下の未来を描く～ 

 田中 広喜（劇作家・演出家） 
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のだ。 

 いまでこそミュージカルは日本の演劇界の中で

市民権を得てきたようだが、まだまだ「明るく楽

しく」「子どもが観るもの」「突然歌いだす」と

総じて軽いものだと思っている方もいる。だが、

鋭く社会を切り取ったミュージカルは数多くあ

る。多民族国家アメリカの暗部を描いた「ウエス

トサイドストーリー」、ナチスを批判しユダヤ人

弾圧を告発した「キャバレー」、同性愛者への差

別やエイズの問題を描いた「レント」など数限り

ない。なかでも最近映画化もされた「レ・ミゼラ

ブル」は人間の本質を余すところなく描き切った

傑作だ。ミュージカルは一見エンターテインメン

トに彩られ華やかで軽妙な印象があるが、音楽、

歌、ダンスという人間の五感に訴える表現方法が

加わることで、より深い感動を伴って観客に作品

の意図を伝えることができるのだと思う。そう、

魂を揺さぶるが如くに、だ。 

 

 さて、特定秘密保護法が施行された後の未来を描

いたミュージカル「THE SECRET GARDEN」は

偶然の幸運（？）から始まっている。昨年 10

月、私の新作ミュージカル公演に、私の上役（ど

ちらが本職かわからないが、私は新聞労連の書記

を生業としている）がたまたま演劇好きだという

知り合いの女性を誘った。その彼女は、私なら特

定秘密保護法を題材にした芝居を作れるのではな

いかという物凄い思い込みを抱き、「作ってくだ

さい！」とキラキラした目で切々と訴えてきたの

である。元来、女性の頼み事は断れない性格が災

いし、しかも、ときはあの屈辱の 12 月 6 日から

程ない冬の昼下がり…安倍政権の傍若無人の振る

舞いに怒り冷めやらぬことも相まって、「私がや

らねば誰がやる」と奮い立ったのが運の尽きだっ

た。よく考えると、いままで社会は描いてきた

が、法律を描くのは初めてだった。特定秘密保護

法は労組書記という仕事柄いちおう勉強してきた

つもりだが、それとお芝居を作るのでは話は違

う。しかも、ミュージカルで。法律を歌って踊る

のだ！ 残念ながら私はスラスラと書ける魔法の

筆は持っていない。最初にも書いたが、戯曲は書

くのはあまりにも孤独な作業だ！ 

 だが、これも幸いなことにこの孤独な作業を多

くの方々が応援してくれた。とくに代々木総合法

律事務所の久保木亮介弁護士からはとても示唆に

富んだアドバイスをいただいた。このミュージカ

ルは普通の市民が原発見学に行き、そこで秘密に

触れ、それが特定秘密保護法違反として摘発され

るという設定。「原発をからめよう」となったの

も福島原発訴訟に取り組む久保木氏の「原発のト

イレでさえ特定秘密になるかも」という一言から

だ。これは恐ろしいと同時に、あまりにも滑稽

だ。バカバカしいほど舞台化するにふさわしい。

トイレでさえ秘密にしなければならない原発の存

在とは何なのか。不都合なものは隠したくなる。

そこにこの法律の本質がある。ならば、その本質

を描いてみようと思った。 

 と同時に、単に「巻き込まれた人たち」を描く

だけでいいのだろうか…とも考えた。それはたま

たま運が悪かっただけで、多くの人にとっては他

人事なのではないか？ 安倍首相だってそう言っ

ている。「みなさんには関係ない」と。私には

「余計なことは知らなくていいよ」と言われてい

るようにしか思えなかった。では、隠されている

「秘密」を知る必要に迫られたとき、人はどうす

るだろうか。例えばその「秘密」を知ることで、

愛する人の「心」を救うことができるとしたら、

自分はどうするだろうか？ 犯罪者になることを

覚悟しても「知る」という勇気を持てるだろう

か？ それを描いてこそ観た者がこの法律を自分

のものとして考えてくれる…そう思いついたと

き、この作品は書くべき意味を見出したと言って

も過言ではない。 

 多くの方にこの作品を観ていただけたことは、

作者としてとても幸せな体験だった。トータルア

ドバイザー・海渡雄一弁護士をはじめとしてこの

上演を支えてくれた方々にいくら感謝してもしき

れない。しかし、舞台は一瞬の夢、現実はこの先

も続いていく。残念ながら特定秘密保護法は私た

ちのそばにあり、静かに近づいてくる。このミュ

ージカルがさらに多くの方に観ていただけること

で、悪法への抵抗の一助となれば…との思いでこ

の作品を日本中に広めていきたい。 
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放射性廃棄物の問題は、原子力発電を推進しは

じめる前からわかっていたはずだ。それなのにな

ぜ原発は推進されてきたのだろうか。原子力開発

を進めたいという何らかの思惑があったことに加

えて、そう遠くない将来に技術が進歩して、この

問題は解決できるだろうという楽観視があったの

も一因だろう。そういった将来技術の一つである

核融合炉は、現在の原発は核融合炉が実現するま

でのつなぎとまで言われ期待されてきた。 

 

夢のエネルギー、核融合 

 現在の原発は、ウランやプルトニウムといった

大きな原子が分裂して小さな原子になる（核分裂）

ときに放出されるエネルギーを利用している。核

融合はこれとは逆に小さな原子が融合して別の

原子になる現象だ。このときにもやはり大きなエ

ネルギーが放出される。太陽がエネルギーを生み

出しているのがこの現象で、大ざっぱにいうと水

素原子が融合してヘリウム原子に変化する際に放

出されるエネルギーが太陽の光や熱の源だ。水素

爆弾（水爆）も核融合のエネルギーを利用したも

のだ。 

 核分裂では分裂によってできる新たな原子核や

中性子を吸収することで生じる放射性物質など、

大量の核廃棄物が生み出される。プルトニウムに

代表されるようなやっかいな物質も生成される。 

 核融合では、融合でできる新たな原子核はヘリ

ウムだけで、核分裂のような危険な生成物はほと

んど生じない。核分裂にくらべればかなり「クリ

ーン」なエネルギーといえる。現在有望視される

核融合の方式では水素の同位体である二重水素と

三重水素（トリチウム）を燃料に用いるが、これ

らは化石燃料やウランなどと違って枯渇する心配

はほとんどない。ただし「クリーン」といっても、

完全に放射線や放射能と無縁ではない。核融合反

応では中性子が発生するので、運転中の放射線漏

れには注意が必要だし、炉心内の物質が中性子を

吸収して放射性物質ができる。また燃料のトリチ

ウムも扱いに厳重な注意を要する放射性物質であ

る。 

 

核融合炉の現在 

 核融合は放射能と完全に無縁ではないが、現在

の原発にくらべれば夢のようなエネルギー源だ。

とはいえその実用化はたいへん難しい。 

 原子核を融合させるということは、融合させる

原子核同士を近づけてやらなければならないが、

原子核はいずれもプラスの電気を帯びていて近づ

けば強く反発しあう。 

 自然界の核融合炉である太陽は、その巨大な質

量による重力でこの反発力を抑え込んでいる。現

在有望とされる核融合の方式では、磁力を使って

これを実現しようとしている。強力な電磁石によ

る磁場で、重水素の原子核を閉じ込めて近づける。

電磁石を動かすのに電力が必要だが、核融合で生

み出されるエネルギーでこの電力を上回る電力を

生み出せれば、核融合による発電が実現する。そ

のための条件などが解明されてきてはいるが、実

際のところは実用にたる発電方式であるという実

証さえまだえられてはいない。 

 現在計画されている国際熱核融合実験炉（ITER）

がその実証を行うものと位置づけられているが、

運転が開始されて実際に核融合を試みるのは

2027 年という先の話である。高速増殖炉では実

験炉の次の段階である原型炉（もんじゅ）で頓挫

していることを考えると、核融合炉の商用化は可

能だとしても遠い将来のことだろう。 

 ひとつ付け加えておけば、核融合を持続的に実

現させる条件が難しいことは、核融合炉の利点と

考えることもできる。何かの事故でその条件が損

なわれれば核融合反応は自然に止まるからだ。逆

にいえば核分裂反応を制御できなくなる可能性が

ある現在の原発はじつに危険な代物というしかな

い。 

 

 

 

 

[第 8 回]  技術の進歩という神話                                

 

連載 

川原 徹（岩波書店労働組合） 

 

きちんと知りたい原発用語 
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「繋ぎ」の選択肢は原発だけではない 

 原発からの放射性廃棄物は、2007 年の時点で

も、使用済み核燃料が約 1 万 5000 トン、半減期

の長い低レベル放射性廃棄物はドラム缶で 10 万

4000 本という量だ。原発を再稼働すれば処分の

目途のたたないこれらの廃棄物をさらに増やし続

けることになる。 

 高速増殖炉や核融合といういつ実現するかわか 

らない技術をあてにして、処分の目処のたたない

廃棄物をさらに増やし続けることは、日本にとっ

て、そして人類にとって果たして良いことだろうか。 

 また、仮に将来核融合が実現できるとしても、

それまでの繋ぎに原発を利用しなければならない

ということにはならないはずだ。原発以外の発電

方法は他にもあるのだから。 

 菅直人氏が首相辞任のおきみやげに成立させた、

再生可能エネルギーの固定価格買取制度が 2012

年 7 月にスタートした。再生可能エネルギーと

は、化石燃料と違って消費してしまったらなくな

る一方ではなく、自然界の力によって何度も再生

され利用が可能なエネルギーの総称だ。太陽の光

を電気に直接変換する太陽光発電や、風の力で発

電機を回す風力発電、植物から抽出した油の利用

など、さまざまなものがある。固定価格買取制

度は、これらのエネルギーによって発電された電

気を決められた価格で買い取ることを電力会社に

義務づけた制度だ。採算のとれる価格を設定すれ

ば、現状では採算がとれない発電方式であっても

発電事業として取り組むことが可能になる。それ

によって太陽電池や風力発電の装置の需要が増え

れば大量生産によってコストが下がり、ゆくゆく

は、価格の上乗せがなくとも事業として成り立つ

ことを狙いとしている。 

 この制度が始まってから発電事業者として認可

された分の電力は 7000 万キロワットを超えてい

る。平均的な原発の出力が 100 万キロワットだ

から原発 70 基分を超える発電が事業として認定

されたことになる。実際に稼働できているのはご

くわずかだが、少なくとも日本の再生可能エネル

ギーの潜在的な可能性を示すものといえるだろ

う。 

 固定価格を高く設定しているためこれをすべて

買い取るとなると電気料金の値上げは避けられな

い。この制度には抜け穴があって、電力の安定供

給に支障をきたす場合には、電力会社は電力事業

者からの電力の受け入れを拒否できる。実際九州

電力をはじめとした 5 つの電力会社で、すでに

受け入れの保留が表明されている。 

 一番の問題は、太陽光発電なら昼夜で、風力発

電なら風の有無で、発電量に波が生じてしまうこ

とだ。現状では電力会社の言い分も仕方のないと

ころといえる。固定価格買取り制度を現実的なも

のになるように見直す必要があるだろう。 

 だが、再生可能エネルギーが原発の代替になり

えないということにはならない。地域間での電力

の融通や、電気を貯めておく蓄電技術の開発によ

って、発電量の波は解消できる可能性が十分にあ 

るからだ。太陽光発電ならば日中に発電量に余裕

があるときに、電気を貯めておいてそれを夜間に

利用すればいい。発電量の多い地域と少ない地域

で電力を融通しあうことで供給を安定化できる。 

 現状では大量の電気を貯めておくことは難し

い。だが、高性能の電池や、水素を使って高い効

率で発電できる燃料電池など、すでにある技術

の改善やコストダウンで対応できる。水素は水を

電気で分解することで作ることができる。発電量

が余っている時間帯に水から水素を作って貯めて

おけば、電気が足りない時に水素から電気に戻せ

ばいい。核融合などよりもよっぽど現実的に実現

可能な選択肢に思える。 

 

悔いのない道を選ぼう 

 原発や核燃料サイクルの研究、推進には多額の

国費が注ぎ込まれてきた。それと同じくらいの努

力を、再生可能エネルギーや蓄電技術の開発にこ

れまで注いできただろうか。福島のような悲劇が

起こったときの計り知れない損失を原発のコスト

として考えてきただろうか。これまで推進ありき

で優遇されてきた原発と、再生可能エネルギーを

単純に比較するのはフェアではないだろう。 

 原発のもつ数々の問題点は長らく指摘されてき

た。残念ながらこれまで私たちはそれらの良心的

な声を十分に耳を傾けてこなかったのではないだ

ろうか。福島の悲劇を経たいま、私たちは原発が

事故を起こせばどれだけの悲劇が起こるのかを知

っている。いまこそ、私たち自身の安心と安全、

そして未来世代への責任を果たすために、正しく

知り悔いのない道を選ぶときだ。 
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私たち避難者が人間として失ったものは、家・土地・財物だけではありません。人生とそのルーツま

でも失ったのです。そう、あの日以来・・・。 

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の水素爆発事故。 

あの時にこの地域に住んでいた私たちにとって、どれほど残酷なこととなってしまったのかを、東

電・国に分かってもらいたい。原発立地地区の双葉郡だけではなく、南相馬市の小高区も強制避難対象

区域なのです。地域の復興などといった、国や東電にとって都合の良い言葉だけでは私たちは納得でき

ません。復興というならば、それは人間の復興が先だと思います。まず、居住の選択の自由と、そして

原住所と避難先との“身分の二重化”の問題の解決です。住民票を地元から移さなくても避難先でその

自治体の住民サービスを普通に受けられるようにとか、土地の購入やクレジットカードの発行などでは

住所不定のような扱いで許可がおりないなどの不利益を被るケースがあります。子どもたちの学業や、

また生活再建に不可欠な就職のためにも、定住と身分の保証は絶対に必要なのです。このままでは、あ

の事故で、美しい故郷を失った私たち避難者の無念さは報われません。 

国や東電は、もっと個々の実情を見聞きし、人間の復興に何が必要なのかを把握し、真摯に受け止め

て、向き合うべきと思います。いずれにせよ、この避難者・避難区域に対する人間を尊重した確かな立

法が必要ではないでしょうか？ 

これらは、いずれ私たちの子どもたちが、「あの地域の子ども」「あの地域の出身」というだけで、

いわれなき差別をもし受けた時に、せめて、せめて胸を張って、「私たちは人間として、日本の未来に

向き合って生きているんだ！」と言えるようにしておきたいと思うからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』㉖ 

 

原発事故からの人間の復興 

 志賀 充（南相馬市小高区在住） 

 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』㉖ 

 


