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低質生活の強要
2020 年 4 月 24 日 筒井哲郎
１．飯舘村住民の被ばくと避難
飯舘村から避難された菅野哲さんの『
〈全村避難〉を生きる』という本が出版された。今まで、飯
舘村の人びとの意向は、避難を抑制して帰還を早めようとする菅野典雄村長の姿勢が大きく報じられ
ていて、帰還に慎重な人々の意見としては長谷川健一さん・花子さんご夫妻の本が目に付く程度であ
った1（他に、ジャーナリストの本は少なからずある）
。著者の菅野哲さんは、2014 年に長谷川健一団
長とともに「飯舘村民救済申立団」を副団長として立ち上げた人である。
飯舘村は、元々標高の高い山間の地で、入植者を含む農家の人たちが苦心して開拓した村であり、
近年は酪農が盛んに行われてきた。2011 年 3 月 11 日の原発事故の際は、放射線量が高いことを知ら
されず、浜通りから多くの避難民が村に押し寄せ、公民館や小学校の体育館に宿を取った。しかし、
3 月 16 日にテレビで飯舘の放射線量が 44.7μSv/h であることが報じられ、浜通りからの避難民と飯
舘村の一部の人たちは中通りへ避難した。しかし、村役場は村長の意向で、線量を多くの村民に知ら
せず、避難を抑止した。25 日には県のアドバイザーになった山下俊一氏が村内の長泥地区で話をし、
避難の必要はないと述べた。翌 26 日には同じく県のアドバイザーになった高村昇氏が、400 人の村
民を前に、
「外で子供を遊ばせてもよいし、洗濯物を干してもよい。
（放射性ヨウ素を含んでピリピリ
する水道水も）飲めるから安全だ」といった。住民の多くは自主避難したが、村長はこれらの学者た
ちの講演を喜び、村議会の議長・副議長・総務常任委員長は内閣府へ行って、「経済麻痺すっから、
飯舘村を避難指示指定しないでください」と要望した。4 月 10 日には教育委員会が、1200 人を集め
て近畿大学の杉浦玲子氏を講師に、再び「安全神話」の講演を開催した2。その後飯舘村は 4 月 22 日
に「計画的避難区域」に指定されて「全村避難」となった。周辺の他の市町村は早期に集団で避難し
たので、ある程度まとまって仮住まいすることができたが、飯舘村は後発だったために、仮設住宅に
入った人は 3 割に過ぎず、7 割はばらばらに借り上げ住宅に住んでいる。
「4 月、5 月の時点で目黒区
からも 6,000 人で全部来るように、世田谷区も全部来てもいい、村ごと収容できると。その後インタ
ーネットで群馬県太田市が富士重工の新興工業団地で 6,000 人みんな来ても引き受けるし、そこに勤
められると。そういう情報があって村に持っていって、村長から返事してくれと言ったって、返事し
たのかどうかわからない。全然そういう動きはなかった3」
２．国と村の帰還計画と除染
村は全村避難が終わった 2011 年 9 月に、除染による帰還計画を立てた。除染費用 3200 億円をかけ
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て「避難指示解除準備区域」
（おおむね 20ｍSv/y となる区域で 2 年後を帰還目標とする）と「居住制
限区域」
（遅れて段階的に除染し、帰還していく区域）に分け、「除染による帰還計画」を立て、避難
期間だけを基準とした「補償」と「賠償」をしてもらう、という計画であった。たとえば 30 年とい
った長期に避難するとか、一定の賠償額をもらって他の地方で新しい生活をスタートするという選択
肢は想定されていなかった。
その結果、村民全員が居住条件として 20ｍSv/y の被ばく環境に帰って、従来なかった被ばく生活
を送ることを当然とされた。また、農業は、汚染されていない土壌で、かつ長年手入れした養分豊か
な土の上で営むことをだれもが望むが、その健全性が劣化した状態で職業活動を営むことを強制され
ることが前提となった。
「補償」
「賠償」は、避難期間中に月々の生活費として支払われるので、まと
まった金額を受け取って、他の地へ移住して生活を再建するという選択肢は断たれてしまった。そし
て帰ってくれば、それらの金額は支払われなくなる。
2020 年 4 月 1 日現在の避難者数は 3,939 人、避難先から帰ってきた人は 1,240 人である4。76％の
人びとが帰らない。居住条件も農業条件も、健全な環境ではないと、一人ひとりが経済的な不利にさ
らされながらも、断定しているこの事実は重い。上記の「飯舘村民救済申立団」は、こういう劣悪な
環境の強制を拒否しても公平な補償・賠償がなされるようにと司法の場で求めている住民団体であ
る。
３．「正しく恐れる」という説教者たち
事故直後、避難を行うか否かを住民が悩んでいたもっとも大切な時期に「放射能を『正しく恐れ
る』ことが大事」という講演をして、避難を諦めさせようとした学者の論旨がどういうものであった
のか、を改めて確かめてみた。
（１） 山下俊一氏
飯舘村における講演記録は残っていないようであるが、同時期に月刊雑誌『潮』7 月号に同氏が
寄稿した文章がある5。かれの論理は結局次の点にあるようである（誤植らしいところを修正）
。
原発の放射性物質によってガンにかかる可能性は確かにある。しかし、ガンは 3 人に一人が
かかる病気だ。確率論的に誰にでも起こりうる病気なのに、
「放射線のせいでガンにかかる」
と心配して生活を台無しにしても仕方がない。人間は一生のうちに交通事故にも遭うし、危険
因子はほかにもたくさんある。もっと冷静になるべきではないだろうか。
この言葉を受けた人びとはどういう気持ちであったろうか。放射線の被害を交通事故と同じレベル
で考えている。こういう無神経な「権威者」ほどこの世に迷惑なものはない。
2020 年 3 月に福島地裁で「子ども脱被ばく裁判」の公判があり、主尋問で原告代理人の弁護士
から、
「放射線の影響は、実はニコニコ笑っている人には来ません。クヨクヨしている人に来ま
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す。これは明確な動物実験で分かっています」という 9 年前の講演での発言の真意を聞かれた。そ
れに対して山下氏は「非常に緊張や不安、怒りが蔓延した中でお話した」と振り返り、聴衆の緊張
を和らげる意図があったと語った。井戸弁護士は、「聴いていた人たちは当時、放射能について真
剣に心配していたのだから、こういう発言をすれば『自分たちはクヨクヨに属するのか』、『自分
たちには放射能の影響が来るのか』と脅迫、愚弄されたと受け止められるとは考えなかったのか」
と質問した。山下氏は「不快な想いをさせた方には誠に申し訳ない」と詫びた。山下氏は法廷で
「誤解を招いたのであれば」、「そう思わせたのであれば」という趣旨の発言を繰り返した。まる
で政治家の下手な言い訳のようだった。
「100mSv 以下の発がんリスクは証明されていないのであればリスクを否定出来ないのだから、
被曝は出来る限り避けた方が良いのではないか」という井戸弁護士の問いには、山下氏も「はい。
そう思います」と明確に答えた6。
（２） 柴田徳思氏
他人の運命を勝手に決めつけて恥じない厚かましい学者たちは、ほかにもたくさんいた。2011
年 7 月 1 日日本学術会議主催の緊急講演会で、かつて東大の原子核研究所教授を務めていた柴田徳
思氏がやはり「放射線を正しく恐れる」という講演をしている。山下氏とほぼ同主旨である。
がんになる確率は、1 シーベルト浴びると 5.5％増えるとされている。現在、福島第一原子力
発電所周辺で「計画的避難区域」に指定されてた区域は、年間の放射線被ばく線量が 20 ミリ
シーベルトになるという値だ。50 年すむとがんになるリスクが 5.5％増えるということにな
る。1 年にするとそのリスクは約 0.1％増。（放射能は減衰するので）1 年当たりで１万人のう
ち 3 人ということになる。
では、がんにかかるリスクはそもそもどのくらいだろうか。毎年がんで亡くなっている人
は、約 1,000 人に３人とされている。ただ、たばこを吸う人はがんになる率が高く、たばこを
吸う人に限るとがんで亡くなるリスクが 1.6 倍に増える。（中略）
「計画的避難区域」に住んで
年間 20 ミリシーベルトの放射線を被ばくした場合のがんで亡くなるリスクは、喫煙のリスク
より多少小さいくらいということだ7。
この人たちの鈍感と厚顔には付ける薬がない。しかし注目したいのは、福島県が山下俊一氏を県民
の被曝調査検討委員会座長に任命したことに対する地元の人びとの抗議の声が高まったこの時期に、
日本学術会議が柴田氏の「緊急講演会」を開催したことである8。柴田氏の見解は日本の代表的な学者
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たちの考えを代表していると見なければならない。つまり、日本の学者たちの多数派は他人の命を自
分の都合で左右することを当然と見なす傲慢な人たちである。
（３）1 万人のうちの 3 人は「無視」できる数値か？
筆者の論旨が「人の命にかかわるリスクの受容は、当事者以外のものが判断することを倫理上許し
てはいけない」という点にあることはすでにご諒解いただいていると思う。その前提を確認した上
で、念のために、
「1 万人のうちの 3 人」という数値が、十分に小さい数値なのかどうかを考えてみよ
う。幸か不幸か、今目の前に「新型コロナウィルス」という 100 年に 1 度の死亡率の高い感染症が流
行している。日本の検査体制はきわめて不足で、何倍もの感染者が潜在していることは明らかだが、
とりあえずそのことは措いておいて、直近 10 日間の感染者と死亡者の増加数を見てみよう。
日テレ NEWS によると、4 月 10 日と 20 日の数字は表①の通りである9。

表① 国内の感染・死者数の推移
感染者数

死者数

4月10日

6,160

132

4月20日

11,136

263

10日間の増加数

4,976

131

日テレNEWS 2020年4月21日

この 10 日間の死者数が、今後 2 年間変わらずに続いたとしよう。その場合には、新型コロナウィル
スによる国内の死者数合計は、131ｘ365ｘ2÷10＝9563 人 になる。日本の人口は 1 億 2600 万人で
ある10。この死者数の割合は、1 万人当たり 0.76 人である。これは 1 万人当たり 3 人と比較すると、
約１/４に当たる。現在の世相を見れば、この死亡割合が世の中の人の動きの 80％を規制させるほど
の脅威を与えていることは明らかである。その 4 倍の脅威が発生しても、人口比が 2％弱の人々の災
難であれば、その人々に甘受を強いることが正当化できるであろうか。
４．菅野村長へのご褒美
政府は飯舘村にたくさんのご褒美をプレゼントしている。訪問するたびに新しい豪華な建物が増え
ているのに目を見張る。その一端はすでに見聞記でご報告した11。
飯舘村の復興事業として、すでに 600 億円が投じられている（下表②）。それらは、学校は言うに
及ばず、スポーツ公園、道の駅、交流センターといったいずれ劣らぬモダンな建物である（下表③）

%B1%E4%B8%8B%E4%BF%8A%E4%B8%80%E6%95%99%E6%8E%88%E3%81%AB/
9

日テレ NEWS「国内の感染・死者数の推移」https://www.news24.jp/archives/corona_map/index2.html

10

「人口推計（2019 年 10 月 1 日現在）
」総務省統計局 http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2019np/index.html#a05k01-a

11

拙著『原発は終わった』緑風出版、2017 年、ｐ.242 「飯舘村の『復興』」

4

。

12

帰還者 1,200 人には使い切れない施設群ではないか。正常な住環境と職業環境とは無縁のこけおど
しである。
５．汚染地域の子どもたち
今コロナウィルス対策のために全国で外出自粛要請が行われ、それを破ってパチンコ店に入ってい
る人たちが非難されている。実は避難しなかった地域の人びとでも、とくに子供たちにはすでに長年
外出自粛が要求されてきた。20ｍSv/y が許容されるという計算の中には、屋内生活何時間、屋外生活
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何時間という仮定のもとに、これならまあまあ限界内であろうという計算があった。したがって、親
たちは子供たちになるべく外出を避けるように要求していた。そのことは子どもたちには、とりわけ
ストレスを強いることなので、他地域の志ある人々が「保養プログラム」を用意して、交通費や生活
費を準備して子供たちを 2 週間ほど預かる活動をしてきた。けれども長年のうちに少しずつその余裕
を失ってきて先細りになっている。
当人が望まない不自由な生活を他人が強要することは、その人を奴隷にすることである。前号で、
「百万人と 1 億人」という記事を書いたが13、福島の人びとはすでに長年コロナウィルス対策同様の
外出自粛生活を余儀なくされてきたことが認識されることを願っている。
６．トリチウム汚染水海洋放出の議論
世間がコロナウィルスのために身動きが取れない現在、原発事故の後始末に関する懸案がどんどん
処理されつつある。福島第一原発の敷地に小型タンクを林立させて、
「もう敷地がいっぱいになった
から海洋放出しかない」と政府と東電が主張している問題が目前にある（この件は、5 月 15 日を締め
切りとして現在パブリックコメント募集中である）
。
これについては、地元漁業関係者が大反対しているが、その声は広く拡散しない。政府は、
「科学
的に被害は証明されていない」と、またしても「科学」を持ち出して、海洋放出を正当化している。
もともとトリチウムはベータ線を出す元素で、生物体内の内部被ばくが問題になる物質である。内部
被ばくの害は、染色体に強く影響するが、その証明は外部被ばくのガンマ線よりももっと難しい。陸
上保管が容易にできるので放射能減衰を待つのが合理的だ、という意見を私はすでに書いた14。
ここで定量的な議論を行うつもりはないが、要するに海に放射性物質を放出することは、元々汚れ
ていなかった海水に放射能を拡散させ、海産物に放射能をなにがしか含ませる行為である。程度はと
もあれ、生活の質を低下させる行為であることは間違いない。当事者が望まない生活の低質化を外部
の人間が「科学」を語って強要することは正当化できない。後発で、出来合いの科学を導入した日本
の「科学者たち」は、とりわけこのことに鈍感である。
７．
「科学」が他人の生命を支配した歴史
19 世紀から 20 世紀にかけて、近代社会は「科学」の名のもとに罪を犯した。つまり人の命を「科
学者」が左右するという失敗を経験してきた。一つは「優生学」である。障碍者やハンセン病患者の
断種を医者たちが行った。
著名な医学関係者たち、たとえばナイチンゲールなどもその支持者であった。ナチスもその思想に基
づいて、精神科医たちが患者たちを安楽死させる政策を実行した。
現在、原発被災者たちに向かって、
「放射能はｘｘシーベルトであれば『科学的に』安全だ」と言
って説得しようとしている。原発事業者も政府も裁判所も、そのことを熱心に主張している。それが
何シーベルトであろうと、生活の質の低下を強要していることに変わりはない。それは人権の問題と
して禁止すべきである。
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