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います。創生期の地
放射性壊変（崩壊）
球の放射能は頗る強
藤 井 石 根 い上に、高温度の状
昨年暮の衆院選で掲げられた各党の公約には原 態にあったとされて
発の扱いがありました。どの党も脱原発を謳って います。
いるものの、その時期は即時から 30 年後などま
しかし放射性物質は
ちまちです。当然、即時以外はこれからも原発を 崩壊することで半減
稼働させることを意味しています。デモで繰り広 期の短いものから次
げられている脱原発の意図するところは即時です。 第に安定化して行き、
それが何時の間にか捩じ曲げられている形です。 それに従って放射能
周知のようにかの選挙の結果は自公が大勝し、 の強さも次第に衰え
即脱原発は難しいかたちになりました。地震多発 ていきました。そし
国で何時また大きな地震に見舞れてもおかしくな て 46 億年もの長い時
い状況で、これで安心できるでしょうか。ここで 間を掛けてようやく
もう一度、原発とは本質的にどんなものかを見直 生物が住める今のよ
してみる気になりませんか。
うな状態に落ちつい
そこで「原発を考える会」ではその一助として、 たのです。現在でも
原発にまつわる重要な事柄を一つ一つ、シリーズ 地面からの放射能も
のかたちで会報に連載することにしました。今回 ありますが、それは
はその第一回目です。一人でも多くの方にご参考 半減期の長い放射性
になることを切に期待しています。
物質がなお残ってい
るからです。その典
～原発で用いる火は天の火、
型的な物質の一つが
その火はどんな火でしょうか～
ウランです。
太陽系ができたのは 50 億年前、そして地球が
ウランにも幾つか
今のような形に整ったのが 46 億年前と言われて
の種類がありますが、
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その代表的なものの一つ、ウラン 238 の壊変の様
子は図（前ページ）のようになっています。半減
期が約 45 億年と非常に長いので今でも地球上に
存在し続けているのです。半減期が長いというこ
とは壊変の速度が遅く、発せられる単位時間当た
りの放射能の強さも鈍いことを意味しています。
ところがウランの原子に中性子を故意に衝突さ
せて崩壊させる、いわゆる核分裂させるとどうな
るでしょうか。その結果は表にあるようなウラン
に較べれば半減期が超短い放射性物質が多種多様

熾を抱え込むことになります。天の火を使うこ
との代償は尋常ではありません。天の火とはそ
んな火なのです。
半永久的に付き合わされる厄介な天の火、そ
れでもなおこれを使いこなす自信が残されてい
ますか。相手は制御不能の神々の火なのです。
（明治大学名誉教授

当会顧問

玉川学園在住）

今、感じている事
や ぎ

人工放射性物質とその放射線特性

ともみ

2 月の下旬に福島市に行ってきました。東京
と同じ寒さかなと思いましたが、泊まった翌朝、
雪が本当にさらさらと降っていて、「ああ、雪
の質がちがうな～」と感心しました。こういう
のが、雪国の雪なんだなと。
さて、そのユースホステルで出会ったご家族
のお話をします。
朝食のテーブルが隣り合わせ
だった大人びた少女と両親の 3 人
家族。母親の女性の方は、気さく
に生まれてきます。その際に多量の放射エネル
ギーが結果的には熱のかたちで放出されてきます。 なフランス映画に出てくるようなおとなの雰囲
気を持つ方でした。その方が、何かをきっかけ
この熱が「天の火」の姿です。
西洋の故事に、プロメテウスが神々の火を人間 に、実は、同じ郡山市だけど、夫を残して、自
に盗み与えたことで、ゼウスの怒りをかい責めの 分とこどもは放射線量の低い地域に自主避難し
苦にあうという逸話があります。ここで言う神々 ているという話をしてくださいました。自主避
難は、お金がかかるので、今の家にはテレビも
の火とは一体、何でしょうか。他ならぬ「天の
パソコンも新聞もとってないこと。でも、子ど
火」なのです。
ものことを考えると、高校までは別れて暮らす
この火は一旦、火を付けてしまっ
けれど、高校に子どもが入学したら、夫の強い
たら人の手で消すことができません。
要望で家に戻らざるをえないこと。医者は、安
薪や炭を燃やすのと訳が違うのです。
薪や炭のように消したければ水をかけたり空気を 全だというだけだし、子ども達は将来子どもを
遮断すればよいという代物ではないのです。天の 安心して生めるのだろうかという事を心配して
火の利用、すなわち核分裂の結果、生み出されて いる。国は、信用できない。私は、福島のこと
くる廃棄物を死の灰と呼んでいますが、実は灰で が、どんどん忘れられてきているように感じら
はなく消すことのできない熾なのです。この熾は れるから、こうしてあった人に話したくなる。
2 年たったけれど、なにも変わっていないこと
表で見られるように多種の放射性物質からなり
各々の半減期に基づいて放射線を放出、結果的に を。
落ち着いた語り口だけに、その言葉がとても
は発熱し続けることになります。まさに天の火は
人間にとっては思うように制御できない悪魔の火 心に残りました。その日は、家族の出会える休
日で、3 人共通の趣味のスキーを楽しみに来て
と言える代物なのです。
見方を変えれば原子炉は近づけない死の熾をつ いらしてたのですが、放射能汚染により日常が
くり出す装置で、これを稼働させればさせる程、 変わってしまっている中での家族の明るい様子
己の世代ではけりがつけられないより多くの死の に、福島で直接お話を伺えて、本当によかった
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と思いました。
車で、5 時間走ればたどり着く所で、大変な事
が起きている。それをなんとなく遠くに感じてし
まい易いけど、必死にそこで選択しながら生きて
いる人の言葉に圧倒されました。福島で起きてい
ることは、東京にもつながっていることなのだ。
それを、心で感じることが出来て、自分の思って
いる事を中心にすえてこれからも動いていこうと
思いました。
また、秋に訪れたいと思います。

のは、JCO 臨界事故犠牲者を含めてもわずか
13 人で、それも長い裁判の結果。清水社長は、
事故当時、撤退を言いながら、作業員を「決死
隊」と美化した。政府に駄目にされた経営者は
事故に対応できない。10 基の原発を 10 人でカ
バーしつつ使用、などと不可能な事を言い、危
険なところには正社員は行かない。定期検査の
作業員に聞いた話では、ありえない労働状況で、
例えば、作業員はベルトにロープをつけて危険
域で作業、親方がストップウォッチを見ながら
（当会代表 玉川学園在住） 危険域の外からロープを引っ張る。あまりのひ
どさに反原発運動に加わる元労働者も多い。白
血病も労災に認めぬ今の日本は、少年労働時代
鎌田慧さん町田で講演
のロンドン並で、誰かが命を金と交換している。
桜 井 朋 広
再稼動をいう政府は仮設住宅の人をどう考え
都心の「さよなら原発」イベントを翌日に控え
ているのか。家はあっても今は動物しか住めな
た 3 月 8 日、町田にて「脱原発へのプロセス」と
い村。チェルノブイリでは新たな村を作ったが、
題して、ジャーナリストの鎌田慧氏の講演を聴く
福島避難民は分散している上に、補償すら膨大
ことができた。当会も主催 7 団体の一つとして参
なので出来ないとされる。チェルノブイリ避難
加した。講演の要旨は以下の様だった。
児童を日本で受け入れた時のような、子どもの
震災から 2 年経つが福島の現状は悪化した。除 ため巾を広げた運動が必要だ。労働者も自然エ
染しても 20km 圏内など帰れぬ家が多くある中、 ネルギー産業で受け入れられるように発想転換
パブコメなどの世論に押されて脱原発に向いた野 しないといけないのに、日本は原発輸出を計画
田政権に対して、安倍政権では逆向き。運動が弱 し、事故想定も碌にしていない。
元々、米国で余ったウランを受
まると挫折感が生じるが、明日の都心デモはやり
入れたのが日本の原子力産業で、
直すつもりで実行する。
原発で「明るい未来」だと嘘を重ねてきた私た 兵器産業とも重なる。今、武器輸
ちは福島の人と何を共有できるのか。除染につい 出も解禁され、憲法も変えるのか。「原子力基
ては、双葉町長はじめ批判した者は消され、議会 本法」は「安全保障に資する」の一文が加えら
では皆が除染策に賛成して利権を与えられている。 れ、核軍事利用も開かれた。基本法がある限り
原発建設推進の際にも、会社が計画地域住民に飲 原発はなくならない。
地域電力と送電事業の一社独占についても議
ませ・食わせ・視察旅行招待などを宣伝費から分
配していた。通常の工場建設ではあり得ない事で、 論を始めようとしたが、とたんに政権が変わっ
国家戦略とモラル破壊の原発建設であった。原発 た。国会で脱原発について議論すべきである。
一基が造られると、地元には初年度で 450 億の固 日本は、ジャーナリズム・教育で個人の考えを
嫌い、国の方針を反復する国民にしてきた。原
定資産税が落ちる。
日本は、'73 年のオイルショック後に、30 年で 発を無くすには、終身雇用で考え無しに暮らし
石油が尽きると脅されて原発を推進した。かつて ていけた大企業にすがる時代から、一人ひとり
の春闘でも、総連書記長は、「電気料金値上げ等 考える文化をつくり、職場・技術者なども連携
考えると原発建設に反対はできない」などと、現 した運動で、自分たちで道を開いてゆくべきで
実を見ない発言をしていた。総連に入れない下請 ある。
けの非正規労働者は、今の原発事故処理などに際
しても被曝線量計を細工して被曝しなければ食え
ない。これまで被曝などで労災認定を受けられた

その後、実行委員に依頼された 3 人との質疑
応答があった。
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Q1：福島では今原発への心配は言いにくいので
すればよいかのヒントを、この映画から学び取
はないか。国や全国の運動が福島につながるに りたいと思います。
はどうすべきか。
日時：2013 年 5 月 19 日（日）午後 1 時半から
A1：運動は今「廃炉」中心だが福島と共に進む
場所：玉川学園文化センター ホール
（小田急線玉川学園前駅 北口徒歩 3 分）
べきである。反対しても国・企業に負けた地域
は、原子炉迄数百 m でも補償する家が少なく
参加費：700 円
適地とされる過疎地だ。損害賠償運動など福島 監督：島田 恵（しまだ けい）
1959 年東京生まれ、フ
と話し合い、原発をやめる運動にするべき。
リーの写真家。1990 年か
Q2：この国は、何かが起きても変われないのか。
ら 2002 年まで六カ所村に
切実に忘れようという雰囲気の中、何をすれば
居住。2011 年から映画制作。第 7 回平和・共
よいか。
同ジャーナリスト基金賞受賞。
A2：裸で「原発は危険」と叫びまわるくらいの
主催：原発を考える会・玉川学園
情熱が必要。日本人は長くこだわると「何時ま
チケット販売：自然食品店 明日葉 町田市玉川
でやっているんだ」と言いがちだが、災害は忘
学園 2-1-32-101 電話 042-729-5015
れては困る。これだけやられて何も出来ないの
は悔しい事だ。
原発を考える会・玉川学園の紹介
Q3：a 廃炉の可能性は？ b 甲状腺がん発症で今後
は？ c 福島原発の今の危険は？
この会は、2011 年 3 月に起きた東電福島第一
A3：a/ 使用済み燃料プールは現在原子炉停止で
原発の爆発事故を契機に発足しました。原発を
余裕あるが、再稼動すれば無くなる。六ヶ所村 重視したこれまでのハードエネルギー社会から
も動かせず、海外でも撤退相次ぐ中で、日本も 脱して、再生可能エネルギーを中心に置く、安
廃炉が必要だが、それすら儘ならない事故原発。 全なソフトエネルギー社会への転換を目指しま
主権の侵害を言うべき。
す。活動拠点を東京都町田市玉川学園に置いて
b/ 今後どうなるか解らないが（恐らく）がん います。
この会の会員は、会の目的に賛同され、活動
患者は増える。福島被ばく者は健康手帳を持つ
べきだ。仮設住宅はこのままでは追い出される。 に参加できる、さまざまな職種・経歴の方々で
力のない人に賠償訴訟できるよう抵抗運動を。 す。会の目的に賛同され、活動に参加できる方
c/（ホストの井野先生が代弁）炉の中を見せ の入会を歓迎します。
ないので解らないが、同等の地震があれば危険。 これまで行った活動は、会の顧問らを講師と
電力会社はコンクリートで固めると言っている する原発の危険性や再生可能エネルギーの可能
が、燃料棒も安全基準も何も解らず、技術の限 性についての勉強会、玉川学園地域と町田地域
での放射能汚染の測定、原発労働者の被曝の危
界ではないか。
険性と不条理を訴える講演会、原発新設阻止運
その後で、福島に子供病院を開設した佐藤幸
動のドキュメンタリー映画の上映会、原発事故
子さんが、「住むべきではない所だが住まざる
被災者への支援などです。
を得ない人がいる」現状を訴えられ、「子供支
援法」を県に訴えていると報告された。
（当会会員

発行：原発を考える会・玉川学園
http://genpatuwokangaerukai.jimdo.com/

鶴川在住）

ドキュメンタリー映画

「福島 六ヶ所 未来への伝言」
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私たちの願いである脱原発を実現するにはどう
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