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鈴江 ｢原発がこの世界に必要なのか｣というタイトルで学習会を始めて行きたいと思いま

す。今日お招きしたのは小出裕章先生です。先生は原発についての著書を数多く書

かれておられまして、専門家として発言を続けておられます。 

 

＊画像は当日使用されたパワーポイントの映像である。 

 

 

小出  みなさんこんにちは。今日はお集まりくださってありがとうございます。私も松

本に住んでいまして、昨日大雪が降りまして、ひょっとしたら行かれないんじゃな

いかなあ、と心配しておりましたが、今日は来れましてほっとしております。 

いまから、｢原発がこの世界に必要なのか｣という話を聞いていただこうと思います。

非常に傑作なお芝居を観た後で、私の話なんか退屈でしょうがないということにな

るかも知れませんが、いまからここにいろいろなものを映しながら、ほんとに原発

ってこの世界に必要なのかどうか、そういうことを、先ほど上演くださったお芝居

に絡めて聞いていただこうと思います。 
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これは先ほどのお芝居の中で語られた、高木孝一さんの言葉です。志賀原発とい

う石川県で作る原発の作られる町に招かれまして、話をしたときの発言です。これ

を志賀の人たちに話をして、結局原発が作られました。「明日のハナコ」という、

今日みなさん方がご覧になったお芝居、農林高校の生徒たちが演じたんだと思いま

すが、その演じたお芝居、本当であればケーブルテレビなどで配信される、台本な

ども出されてきちっと継承されていく、はずなんですけれども、なにやら「カタワ」

という差別用語があるから、こんなものは駄目だと言って、すべてが闇に葬られる

のだそうです。 

でも、玉村さんや鈴江さんがそれをはねのけて、ちゃんと原子力のことを考えな

きゃいけないということで、今日の集まりが生まれたんだと思います。私から見る

とありがたいことだし、原子力に反対するからといって、すべて消し去られてしま

うような世界、それはやはり止めていかなければいけないと、私自身は思います。 

では、原子力っていったいどういうものなのか、ということですけれども、ここに

白いキャンバスがあります。この白いキャンバスの左下に、私は今から小さな四角

を書きます。見えましたでしょうか。この小さな四角で私が何を示そうとしている

かというと、いまからもう 76 年も前のことですけれども、1945 年の 8 月 6 日に広

島に原爆が落とされました。たった一発の爆弾が炸裂したとたんに広島という巨大

な街が壊滅してしまうということになりました。この■はそのときに核分裂したウ

ランの重量です。これが 800 グラムだったんです。私、今、ペットボトルでお茶を

もらっていますが、これたぶん 400 グラムくらいでしょう。これ二つくらいのウラ

ンが燃えたとたんに、巨大な街が壊滅してしまうという猛烈なエネルギーを出した

わけです。10 万人を超えるような人たちが殺されていくというようなことになりま

した。私は心の底から原爆を憎みました。でも、こんなに巨大な力が出るのであれ

ば、人間の未来のために役に立つんではないか、石油も石炭もどうせいずれなくな
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っちゃう、そうなれば未来は原子力だ、そう私は信じてしまいました。そして私の

人生を原子力発電にかけようとおもいました。そして大学に行くときにわざわざ原

子核工学科という学科を選んでそこで原子力発電をやろうと思いました。 

では私夢をかけた原子力発電を実際にやろうとすると、いったいどれだけのウラ

ンを核分裂させなければいけないのかというと、これだけです。 

 

 

 

ここにおいては 100 万キロワットという原子力発電所が標準となっています。そ

の標準的な原子力発電所 1 基が 1 年運転しようと思うと、1 トンのウランを核分裂

させなければなりません。広島の街を壊滅させたウランに比べれば、優に 1000 発分

を超える量のウランを核分裂させなければ原子力発電というものはできないという

ことなんです。膨大に燃料が必要なんです。最後にまた聞いていただきますけれど、

一つ一つの原子力発電所が 1 年ごとにこれだけのウランを使うのであれば、地球上

にあるウランはすぐに枯渇してしまうと、原子力の専門家はすぐに気がつく。私自

身は、化石燃料がなくなったら次は原子力だと思ってしまったわけですけれども、

そんなことまったく間違いだったということをこの図は示している。 

そしてもう一つ、重要なことを示していると思います。800 グラムのウランが核

分裂したということは、800 グラムの死の灰ができたということです。1 トンのウラ

ンを核分裂させてしまうということは、1 トン分の死の灰を作るということです。

原子力発電所というのは、それが 1 基、1 年運転するごとに、広島原爆のまき散ら

した死の灰の、優に 1000 倍を超える死の灰を生み出して、それを原子炉の中にため

込んでいる、そういう機械です。猛烈に危険だということは馬鹿でもわかったと思

います。だから私は、原子力発電が大きな事故を起こす前に、とにかくこれをやめ

させなければならないと思うようになって、1970 年から、私の人生を 180 度転換し
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て、原子力発電を一刻も早く解決したいと思うようになりました。 

では、原子力を推進してきた人はどう思ったかというと、「慎重にやれば大丈夫

だろう」と、まずは考えました。でも彼らもやっぱり怖かった。原子力発電所は機

械だ。それを動かしているのは人間だ。人間は神じゃないから誤りをおかす。それ

なら原子力発電所だってひょっとしたら事故を起こすかも知れない。と、彼らも思

いました。そこで彼らは何をしたかというと、原子力発電所は都会に建てない、と

いうことをやった。日本というこの国で、いったいどこに原子力発電所を建ててき

たかという歴史を、今から示します。 

 

 

一番初めが東海村です。二番目が仙台、美浜、それから福島、島根、高浜、玄海、

浜岡、伊方、大飯、川内、柏崎、泊、東通・・・こうやって作ってきました。全国

に 17 カ所に原子力発電所を作りました。 

2011 年の 3 月 11 日に、福島第一原子力発電所で本当に破局的な事故が起こりま

した。そのときに日本では新たに二カ所、原子力発電所を建てようとしていました。

一つは下北半島の最北端、大間。一つは瀬戸内海のはずれの上関です。図でおわか

りの通り、原子力発電所は、東京・名古屋・大阪という大都会を全部避けて建てら

れている。 

発電所というのは電気を使う消費地に建てるのが一番合理的です。送電線もしか

ないでいい、送電ロスもなくなる、だからたとえば東京電力の火力発電所は、みん

な東京湾沿いに立っているんです。経営を合理的に考えたってそうなんです。でも

原子力発電所だけは都会に建てることをやりませんでした。東京電力という会社は、

東京を中心とする関東地方に電力を供給するという責任を負っている会社です。火

力発電所は、今みていただいたように、ほとんど東京湾にある。でも東京電力の原
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子力発電所は、福島と柏崎の二つ。これみんな、東北電力が電力の供給を引き受け

る地域で、本来であれば東京電力とまったく関係ないところに東京電力は原子力発

電所を押しつけるということをやったんです。東京電力は福島の事故が起きる前に、

もう一カ所、原子力発電所を建てようとしていました。それはどこかというと、東

通。ここにはすでに東北電力が原子力発電所を建てています。そこに東京電力も原

子力発電所を建てるという計画をした。今でもそれを虎視眈々と狙っている。どう

するのかといえば、ここで起こした電気を東北地方を縦断するながーい送電線で東

京まで送るということをするわけです。このこと、まともなやり方ですか？  

原発が巨大な危険を抱えているということはみんな知っていた。電力会社も知っ

ていた。日本でこれまで 57 基の原子力発電所が建てられましたけど、それはすべて

自由民主党という政権が政治を握っていたときに安全だといって認可されて建てら

れました。原発の恩恵って都会が受けるんです。でもその都会では危険を引き受け

ることができないといって原子力発電所を過疎地に押しつけるんです。こういうこ

とをずーっとやってきてしまったんです。私はこんな不公平で不公正なことは、た

だこんな理由でやってはいけないと思います。なんで日本人ってそういうことに気

がつかないのか、ずっと思ってきました。でも今でも気がつかないんですね。危険

なものは過疎地に押しつけるということで今までもやってきたし、これからまた原

発を再稼働させる、新たに原発を作る、そういうことを自民党を中心に言っている。 

人間の行為ってもちろん、どんな行為も危険を伴います。車を運転すれば事故を

起こす。でも車を運転して事故になれば、ある意味、自業自得というところもある。

でもどんなに大きなリスクがあっても、それを引き受けるという選択は私はあると

思う。たとえば戦場ジャーナリストと呼ばれる人たちは、カメラを担いで戦場に行

くんです。死ぬかも知れないということを覚悟して戦場に行く。戦場の事実を多く

の人に伝えなければいけない、ということで、リスクが伴うことを知りながら、そ

のリスクを背負って戦場に行くんです。そういう選択というのは、人間にとって、

時々あるだろうと思います。 

でも、利益は自分で受けて、危険は自分は受けないから他の人に押しつける、そ

んな選択は初めから論外だと私は思うし、日本人にも思ってほしいとずっと思いな

がら生きてきました。 

そして残念ながら福島の事故が起きてしまいました。 
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これはもうみなさん、たびたびご覧になった写真だと思いますが、壊れてしまっ

た福島第一原子力発電所の現場の写真です。手前に一列に並んでいる建屋がありま

すが、これはタービン建屋と私たちは呼んでいる建屋で、この建屋の中にタービン

と発電機がありました。ではそのタービンに蒸気を送っている原子炉はどこにあっ

たかというと、その後ろにならんでいるのが原子炉建屋と私たちが呼んでいる建物

です。１．２．３という右側の三つは 2011年 3月 11日、運転中でした。運転中に

巨大な地震と津波に襲われて、あえなく壊れてしまった。写真に写っているように

ぼろぼろになってしまった。2 号機だけはなぜか建物が残っていますが、この 2 号

機こそが内部で最大の破壊を受けていて、環境に放射性物質をまき散らした犯人は

2 号機だと東京電力は言っています。一番左の 4 号機というのは当日運転していま

せんでした。定期検査というものに入っていて、原子炉の中に燃料がありませんで

した。このため原子炉の中に燃料が溶け落ちるというようなことはなかった。環境

に放射能をまき散らすというようなこともなかった。ですけれども、4 号機でも大

きな爆発があって建屋が焼け落ちています。 

ただ今日は時間がありませんので、どのような事故が起きたのかということはす

べて割愛して、周辺はどんな被害を受けたのかということだけ、みなさんに聞いて

いただこうと思います。 
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苦闘は続いているんですが、溶け落ちた炉心が今どこにどんな様子でいるかすら

わかりません。よろしいですか、もうすぐ 11 年経つんですよ。もし事故を起こした

火力発電所なら、簡単です。1 週間ほど火事が続くかも知れないけれども、火事が

収まったら現場に行って、どこがどんなふうに壊れたかというのを調べて、再稼働

も比較的容易です。しかし事故を起こしたのが原子力発電所の場合は、11 年経った

今も現場に行かれないんです。 

でも炉心が溶け落ちた、溶け落ちた炉心の中には多量の放射性物質があった、そ

の一部分はすでに環境に出てしまったけれども、ほとんどのものは炉心にあるんで

す。なんとかそれをこれ以上溶かさないようにしようということで、事故後ずーっ

と、どこにあるかわからない炉心に向かって水をかけてきたんです。元々炉心があ

ったところに水を入れると、そうすればどこかに行っちゃってる炉心に多分届いて

くれるはずだという期待のまま、ひたすら水をかけてきた。11 年間。でもそんなこ

とをすれば、かけた水が放射能で汚れた水になる。当たり前のことなんであって、

もう膨大な放射能汚染水が敷地内にたまってしまっている。すでに 130 万トン。敷

地には限りがありますので、もう持ちこたえられない。海へ流す、と言って国と東

京電力は先日発表して、今着々とその準備を進めているという状態になっている。 

でも環境に放射能を捨てるなんてことは元々やってはいけないことなんですか

ら、なんとか少なくしようということで、たくさんの労働者が、今この瞬間も福島

の発電所の中で、戦ってるんですよ、放射能と。ほとんどの労働者は下請け労働者

です。下請け孫請けと呼ばれている労働者たちが被爆しながら戦ってきました。11

年間、毎日毎日。でもその戦いはこれから何十年も何百年も続くということが、敷

地の中で起きています。 

敷地の外はどうなったかと言えば、すでに膨大な放射能が放出されて、膨大な大

地が汚染されてしまった。一部の人は強制避難させられました。16 万人近い人たち
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です。放射能でべったべたに汚れているわけですから、そんなところに住むことは

とうてい許してはいけないし、避難しなければいけない、させなければいけない。

ですが、みなさん、避難というのがどういうものか想像できるでしょうか。たぶん、

今日この場にいるみなさんは、この集会が終われば、自分の家に帰ろうと思ってい

るはずです。明日は何をしようとか、明後日は何をしようとか、来週は、一月後は、

年が明けたら、多分みなさんそれぞれに計画があるはずだと思います。自分の日常

の生活というのは今日このまま続くし、明日も続くし、明後日も続くと、思ってる

と思います。私も思ってます。今日この集会が終わったら松本に帰ろうと思ってい

ます。明日はどんな来客があるとか、明後日はどんな仕事があるとか、自分の頭の

中に入れながら生きています。 

でも福島の事故で、強制避難させられた人は、もちろんそうじゃないんです。た

とえばこの瞬間に、事故が起きた逃げろ、家には帰れない、というふうに通告され

る。たまたま家にいた人も、もうここにいてはいけない、出て行けと言われる。み

なさんも犬とか猫とか飼っている人がいると思います。でも、犬も猫も捨てて行け

と。福島では牛や馬を飼っている人、畜産家もたくさんいましたけれども、そうい

う人たちも、牛も馬も捨てて逃げろと、手荷物だけ持って迎えのバスに乗れと言わ

れて家を出たんです。二度と帰れなくなりました。初めは体育館のような避難所に

行って、床にブルーシートを敷いて寝るというような生活をしました。しばらくし

たら仮設住宅に行けと、四畳半一間に二人という割り当て。福島では結構大家族の

方が多かったので、じいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃん孫たちという人たちが、

結構広い敷地に大きな家を建てて、そこで住んでいたんです。ですけれども、避難

する途中でどんどんバラバラにされ、地域のつながりもずたずたにされ、もちろん

仕事は失う。そうやって逃げました。一人でもない二人でもない、10 人でも 100 人

でも 1000 人でもないんです。10 何万人という人たちがそういう目に遭ったんです。 

それだけではもちろん済みませんでした。もっともっと広い地域が放射能で汚染

されて、本当であれば放射線管理区域という特殊な場所に指定して人々の立ち入り

を禁じなければいけないという汚染地が、東北地方、関東地方の広大な地域に広が

りました。でも、そこに人々は捨てられてしまった。どうしようもない、そこで住

めと言われて、100 万人単位の人が、本当なら足を踏み入れることも許さないとい

う汚染地に捨てられて、11 年経ってしまった。そんなのいやだと言って自力で逃げ

た人もいます。仕事を捨てて家族で逃げたという人もいます。でもそれじゃあ生活

できないということで、母親と子供だけ逃げて父親だけ汚染地に残って仕事をする

という家族もいます。でもそんなことをすれば家庭が崩壊してしまう。生活が崩壊

してしまう。 

汚染地に残れば被爆をします。身体に害を得る。身体は傷つく。そこからなんと

か逃げようとすれば今度は心がつぶれてしまう。そういう選択をしながら逃げてい

った人たちがいるんですけれども、一度はそういう人たちに対して住宅の手当てを

した国や福島県などの自治体はどうしているかというと、もう一切やらないと、福

島県にはたくさんの人が普通に生活しているんだから、そこに戻らないなんていう

のはわがままだと、そんなわがままを言っているんだったらもう支援は終わりだと。
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今まで無償で与えていた住宅は、これからは家賃の二倍は払えというようなことを

言って住民を汚染地に戻すというようなことを今、国がやっている。一度は逃げた

けれども、もうどうにもならないで汚染地に帰還しなければいけないという人たち

もどんどん出てきている、という状態になってしまっている。 

 

 

 

では、福島の事故でいったいどれだけの放射能が放出されたのかということをみ

なさんにお知らせしたいと思います。私がお見せするのは、ＩＡＥＡ、国際原子力

機関という原子力を推進するための国際組織ですけれども、その組織に対して日本

国政府が報告書を出しています。福島の事故でどういう放射性物質がどれだけ出た

かということが事細かく書かれているのですが、その報告書の中から私はセシウム

１３７という放射性物質がどれだけ大気中に放出されたかということを見ていただ

きます。セシウム１３７というのは、ウランが核分裂してできる死の灰の構成成分

の一つです。約 200 種類の放射性物質がある。セシウム１３７もあるしストロンチ

ウム９０というのもヨウ素１３１というのもある。さまざまな性質の放射性物質が

できるんですけれども、人間に対して一番害をなすと私が思ってるのが、このセシ

ウム１３７という放射性物質です。そのためこの放射性物質を尺度に、みなさんに

話を聞いてもらおうと思います。 

まず左の下の黄色い■、これは初めにも聞いていただいた広島原爆が爆発したと

きにキノコ雲と一緒に大気中にばらまかれた死の灰、セシウム１３７の量です。数

字でいうと 8.9×10 の 13 乗ベクレル。 

私たち日常生活にいろんな単位を使っていますね。長さを測るときは何㎝、何メ

ートル、何キロメートル、重さを量るなら何グラム、何キログラム、何トン、とい

うのがあるわけなんですけれども、放射能に関しては、ベクレル。みなさんベクレ

ルなんて聞いたことないでしょうけれども、覚えていただければいいんです。ただ
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し、8.9×10 の 13 乗ベクレルなんて言っても、まったくぴんとこないだろうと。私

もまったくぴんときません。それでて、この■の大きさだと思ってください。では

福島の事故でどれだけのセシウム１３７が大気中に放出されたか。日本国政府が言

ってる限りはこうです。１号機だけで、広島原発の放出したセシウムの６発分です。

さらに２号機となると膨大なものです。３号機もあります。すべて合わせると 1.5

×10 の 16 乗ベクレルのセシウム１３７を大気中にばらまいている。この量は、広

島原爆のばらまいた量の１６８発分。広島原爆の一発分の死の灰でも猛烈に恐ろし

いのに、なんとその１６８発分をあの事故で大気中にばらまいた。 

私が言っているのではありません。日本国政府が言っているのです。その結果ど

んなことになったか。こんなことになったんです。 

 

 

汚染の強いところと弱いところがもちろんあるわけですけれども、赤黄緑のとこ

ろが福島第一原発の北西方向に広がっていますが、ここが猛烈な汚染地帯、１０万

人を超える人たちが強制的に避難させられたのがほとんどここです。それで汚染が

収まったかというともちろんそうではなくて、福島県の中央部を南北に青い帯が縦

断しています。ここは福島県の中通りと呼ばれているところです。福井県に例をと

ると「嶺南」という地域があるように福島県には中通りと呼ばれる地域がありまし

た。どういう地域かというと、東側には阿武隈山地という山があって、西側には青

森県からずっと、奥羽山脈という長大な山脈がある。東も西も山で挟まれた平坦地

です。気候が温暖で住みやすいということで、福島県内の大きな街はほとんど中通

りにあります。北から伊達市、福島市、二本松市・・・というようにたくさんの人

が住んでいたんですが、その中通りを放射能の雲がなめるように流れていって汚染

を広げていった。その汚染は栃木県の北半分にもつながっていますし、群馬県の北
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半分にも青い色がある。 

私は長野県のほぼ真ん中に住んでいますが、群馬県から長野県に行くときには、

浅間山を初めとしてかなり高い山がここにある。流れてきた死の灰が乗り越えるこ

とができないまま山腹を汚染していって、群馬県の西部を汚染しました。埼玉県の

西部、東京の一部も汚染しています。福島県原発の南の方にも放射能は流れていっ

ています。福島県の浜通りも汚染していますし、茨城県の北部南部、千葉県の北部、

東京の下町というようなところも汚染しています。 

私は今一言で「汚染」と言ってきましたが・・・あ、この地図は私が作ったもの

ではありません。日本国政府が作ったんです。それぞれの色がどんな汚染かも書い

てくれています。ちょっと面倒くさいですが聞いてください。 

群馬県の西部を塗ってあるくすんだ緑色があります。福島県の会津にもあるし宮

城県の南部・北部、岩手県の南部、茨城県の北部・南部、千葉県の北部、東京の下

町、奥多摩、埼玉県の西部、あるいは新潟県の魚沼のあたり、というよここはうに

くすんだ緑色があります。ここは、１平方メートル、つまり畳半畳くらいのところ

に３万ベクレルから６万ベクレルのセシウムが降り積もったと、日本国政府が地図

を作って示している場所です。 

でもみなさん、３万ベクレルから６万ベクレルってまったくぴんとこないと思い

ますので、ひとつ、近くの例をお話しします。私は２０１５年３月末まで、京都大

学原子炉実験所という非常に特殊な職場で働いていました。原子炉を動かして、放

射能を作りだして、その放射能を使って研究をするというような職場におりました。

幸いなことに、私はリタイアしてしまって、そういう仕事からは今は離れています。

でもリタイアするまではずーっと放射能を扱いながら仕事をしていました。その私

が今たとえばこのテーブルの上で放射能を広げて実験していいか、といえばもちろ

ん駄目です。放射能って危険なものだから、普通の人がいるところでそんな実験を

してはいけない。仕事をしたいと思えば放射線の管理区域と呼ばれる場所があって、

そこでやれる。そういうふうに法律で定められている。普通のみなさんは、はじめ

から入れない。私のような特殊な人間だけが入ることができる。ただし、入ったと

たん、水を飲むことを禁じられます。食べ物を食べることも禁じられます。もちろ

ん寝ることなんか論外です。管理区域の中にはトイレはありません。そういう場所

なんです。とっても気持ち悪い場所ですから、私は仕事が終わったらすぐに出たい

といつも思ってきました。でも管理区域の出口にはドアがあって必ず閉まっていま

す。なぜかといえば、私が管理区域の中で仕事をしたということは、私の実験着が

放射能で汚れたかも知れない、手だって汚れたかも知れない、足だって汚れたかも

知れない、そのまま管理区域の外側に出てしまえば、普通の人たちを被爆させてし

まうから、管理区域から出たいと思うなら、出口においてある放射線測定器で実験

着が汚れていないか、手が汚れていないか、足が汚れていないか、ちゃんと測定し

なければドアが開かないんです。そういう仕組みになっていたんです。 

ではどれだけの汚染だったらドアが開いてくれるかというと、１平方ベクトル当

たり４万ベクレルです。つまり、１平方メートル当たり４万ベクレルを超えて汚染

しているようなものは、どんなものでも管理区域の外に持ち出してはいけない、と
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いうのが日本の法律だった。私はその法律を守りながら、４１年間仕事をしてきま

した。 

でも、ここが３万ベクレルから６万ベクレル汚れていると。それも私の実験着が

汚れているんじゃありません。大地が汚れているということです。 

福島県の中通り、ここは青く塗ってありますが、青には３種類あります。一番外

側が濃い青ですけど、ここは６万ベクレルから１０万ベクレル。中通りのほとんど

は１０万ベクレルから３０万ベクレル。中通りの中で転々と薄い青がありますが、

ここは３０万ベクレルから６０万ベクレル、セシウムが降り積もった。報告書がそ

う言ってる。 

猛烈な汚染です。私のような人間ですら、本当は入っていけない、水すら飲んで

はいけないというほどの汚染地帯が、このように広がってしまった。どうしようも

ない汚染です。 

これを知った日本国政府はどうしたかというと、事故の当日、『原子力緊急事態

宣言』なるものを発令しました。そして赤と黄の、猛烈な汚染地帯からだけ人々を

避難させたけれども、残りの人々はすべて棄てたということをした。すでに１１年。 

みなさん、この２年間ほど COVID-19 というウイルスに苦しめられてきました。し

ばしば緊急事態宣言が出されました。しばらくして解除されて、また出されるとい

うことを今日まで繰り返しているわけですけれども、２０１１年３月１１日にださ

れた『原子力緊急事態宣言』はいまだに解除できないまま続いています。日本の国

が、マスコミを押さえて、広告代理店を押さえて、教育の現場も押さえて、一切口

をつぐんで、日本国民に忘れさせてしまおうとしてきました。そのため、『原子力

緊急事態宣言』が今も実は続いている、そのことすらほとんどの日本人は忘れさせ

られてしまっているように私には思えます。でもまだまだ続いているんです。 

これは日本地図です。 
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福井のみなさんから見れば、ありがたいことに、汚染をあまり受けずに済んだ、

ということになった。安心ですか、みなさん。だけどみなさんの福井県には、若狭

湾に、敦賀美浜高浜大飯というように、巨大な原発が次々と建てられてしまった。

先ほどのお芝居の上演の中でも言われましたけれども、美浜にはすでに４５年以上

もの歳月が流れた美浜３号機という巨大な原発があって、それがついに再稼働され

てしまった。 

４５年前の機械って、みなさん、使う気になりますか。たぶんみなさん、車だっ

てせいぜい１０年くらいしか乗らないと思うし、家庭電化製品だって１０年も経て

ばボロボロです。機械ってみんなそんなもんじゃないですか。それなのに４０年経

ってもさらにまだ動かしていいというのがこの国なんです。 

美浜原発、４５年も過ぎました。もしここで事故を起こしたらどうなるか。私が

経っている福井は、赤・黄の中に飲み込まれます。みなさん、逃げろといわれて、

生活を根こそぎ破壊されるということを覚えておいてほしい。 

 



- 14 - 

 

 

これは柚木ミサトさんというイラストレーターが描いてくれた『赤いつぶつぶの

イラスト』ですが、この赤いつぶつぶが放射能を示しています。先ほども見ていた

だいたように、福島県を中心として、大地そのものが放射線管理区域にしなければ

いけないほどの放射能で汚れています。私が言っているんじゃありません。日本国

政府が地図を示して汚れているといっているんです。事実として汚れているんです。

こういうところに私が行ったら水さえ飲んではいけないというほどに、福島を中心

として汚れている。今も汚れている。そこに子供が生活しているんです。水を飲ん

で食べ物を食べて学校に行け、ということをやっているんです。子供というのは放

射線感受性が非常に高いんです。危険を負いやすいんです。そして放射能というの

は五感で感じることができません。感じることができれば、何か避けようとしたり

注意したりもできるだろうけれど、感じることもできないまま、日本の国はそこに

住めとといって、子供たちはそこに棄てられているんです。というのが、今日本の

国で起きていることです。 
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この国は法治国家と呼ばれてきました。国民が法律を破ると国が処罰します。刑

務所にしょっ引いていって閉じ込めます。だから悪い奴は巷にはいないから安全で

安心な国だ、と、国は私達に向かってずーっと言い続けてきました。 

それなら、自分たちが作った法律を自分たちが守るのが国家の最低限の義務であ

ろうと、私は思います。被爆に関する法律、たくさんありました。普通の人々は１

年間に１ミリシーベルトの被爆をさせてはいけないという法律がありました。放射

線管理区域からものを持ち出す場合には、１平方メートルあたり４万ベクトルを超

えて汚れたものは、どんなものでも持ち出してはいけないという法律も、ありまし

た。 

でも福島の事故が起きて、そんなものはとうてい守れないという状態になってし

まった。福島の事故を起こした最大の責任者は誰なんでしょうか。原子力は安全だ、

と言い続けて、日本で原子力発電所を次々と作ってきた。一番の大元は国家です。

電力会社を引きずり込んで原子炉を作ってきた。その最大の責任者、犯罪者だと私

は思っています。 

その国は何をしたかというと、『原子力緊急事態宣言』を出して、今は緊急事態

なんです、だから法令守らなくていい。特別措置法を乱発して１０年以上経った今

も、人々に被爆を強いるということを続けている。 

被爆を強いている一番の重要な放射性物質はセシウム１３７です。これは３０年

経つと半分に減ってくれます。それから３０年経つとその半分、つまり４分の１と、

そういう性質を持っています。今１０年、あと２０年、おそらく私はその頃には死

んでいます。 

１００年経つと１０分の１になる。しかし、先ほどの地図を思い起こしてくださ
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い。猛烈な汚染があるんです。１００年経って１０分の１になったところで、それ

でもなおかつ放射線管理区域にしなくてはならない土地が広大に残ります。つまり

日本という国は、１００年経ったって『原子力緊急事態宣言』を解除できない。私

はもちろん死んでるし、みなさんも死んでいる。今産み落とされた子供が死んでし

まっても、この日本という国は、放射線管理区域を抱えていくしかない。『原子力

緊急事態宣言』のもとで生きていくしかない。ウイルスどころじゃないんです。 

 

 

これも柚木ミサトさんのイラストですけれども、これから何をすべきかといえば、

日本で原子力の暴走を許してきてしまった大人たち、その責任をとる、ということ。

かりに自分たちが放射能を浴びて被爆してしまっても、子供たちだけは被爆から守

らなければいけない、ということを私はやるべきだと思う。残念ながら今の日本の

政権はついぞそんなことは思わなくて、金儲けにしか興味がない。初めに聞いてい

ただいた高木孝一さんも、金さえ入ればいいだろう、ということでやってきたよう

です。 
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さて、お芝居の中で、１０万年後の話が出てきました。さきほど、ウランを核分

裂させてしまえば死の灰ができる、という話を聞いていただきました。死の灰は、

原子力発電所が１年間動くだけで広島原爆の１０００発分を超える、という話もし

ました。そのうち１４８発分が福島の事故で吹き出して大変なことになっていると。 

でも、いったいどれだけのものを作ったのか、というと、日本で初めて原発が動き

出したのが１９６６年、東海原発。それからたくさん原発を作ってがんがんと電気

を起こしてきました。それからどれだけの電気を起こしてきたのか、累積の発電量

がこれです。左軸です。単位は『兆キロワットアワー』。想像もできないような量

の電気を原子力発電は起こしてきました。これは事実です。だから国や電力会社は

「どうだ、原子力発電は凄いだろう」と言うわけですが、たしかにそれはそうです。

たくさんの電力を起こしてきた。 

でも、たくさんの電気を起こしたということは、たくさんのウランを燃やした、

たくさんの死の灰を作ったということと、１対１で対応している。いったいどれだ

けの死の灰かというのは、右の軸で見てほしい。この単位は『広島原爆のばらまい

た死の灰の何万発分か』です。１２０万発、１３０万発という死の灰を、私達の世

代は「電気がほしい豊かに生きたい」と言って、次々と生み出していった、という

ことになってしまいます。日本に１億２千万人くらいしかいないのに、子供たちも

いるし責任が等しくあるなんてことは思いませんが、「もうあきらめてくれ、日本

人一人一人が責任を負うことにしよう」というなら、１００人で広島原発１発分の

責任がある、ということになります。 

今日この会場、１００人はいないと思いますが、でもほぼこの会場の私達だけで、
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広島の原爆がばらまいた死の灰１発分に責任をとれと言われるんです。電気がほし

いといってやってきたんだから責任をとれと言われるほどのものを作ってきてしま

ったんだということになりました。 

 

 

 

米国は、長崎原爆を作り出すために、プルトニウム２３９がほしいと、それを作

り出す道具として原子炉が必要だといって、１９４２年、人類初の原子炉を動かし

始めました。みなさん、原子炉というと発電の道具だと思うかも知れませんが、違

います、原子炉というのはもともと長崎原爆の材料を作るための道具だったんです。

それを今、発電のために使っているということになる。でもそのときから、こんな

ことをやってしまったら大量の放射性廃棄物を作ってしまうということはわかって

いたんです。それをなんとかしなきゃいけないと思い続けてきましたが７９年経っ

てしまいました。いつか核のゴミを無毒化することができると思い続けてきました。

なんとかなるはずだ、なんとかなるはずだと思いながら７９年だったんですけども、

結局できない。７９年も研究し続けてできないということは、壁が猛烈に厚く、高

いということです。これからもできないと思うしかない。 

でも無毒化できないなら、しょうがない、どこかに隔離しようという話になりま

した。いろいろな案が提案されました。 
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たとえばこんな、宇宙処分というのですけれど、ロケットに乗っけて宇宙に打ち

上げて、宇宙にゴミを捨ててくるということを考えました。みなさん、できると思

いますか。ロケットって時々失敗しておっこってくるんです。これは駄目だという

ことになりました。 

じゃあどこに隔離するか。で、氷床処分という、これは南極です。南極というの

は厚さが１０００メートルとか２０００メートルとかの氷で覆われています。核の

ゴミというのは福島の例でもわかるように発熱していますから、氷の上に置いてお

けば、どんどんどんどん氷を溶かして下に沈んでいく、１０００メートルか２００

０メートル氷を溶かして最後に大地に到達するころには、上にまた氷が張ってフタ

をして閉じ込めてくれると。なかなかうまい案を考えた人たちがいたんです。しか

し、南極っていったい誰のもんだと。原子力の恩恵を受けた国だけのものではない

だろうと。そんなところに核のゴミを捨てられてしまったら、これから南極の開発

をしようとしたときに大変な困難になる。ということで、これは国際条約で禁止さ

れました。 

次は海に棄ててしまおうということを考えました。深い海の底に穴を掘ってここ

に埋めてしまえばいいんじゃないか、と考えた人たちがいたんですけれど、これも、

海っていったい誰のものだと。原子力の恩恵を受けた国だけのものではないと。も

しこれが失敗したら世界中の海を汚染することになってしまう。これも国際条約で

禁止されました。 

そしてどうなっているかというと、もうどうしようもない、地層処分という方法

しかもう道がないと。地上のどこかに施設を作って、深い縦穴を掘って、その底に

横穴を掘ってそこに埋めようと、これが唯一の案として残った。日本ではすでに法
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律で『埋め棄て』にするということが決まってしまった。 

 

 

 

でも、こんなことしていいんでしょうか。 

日本で原子力発電所が動き始めてまだ５５年しか経っていない。この原子力発電

を動かし始めたのは関西電力・東京電力・北陸電力などの巨大な電力会社です。全

国９電力ありますが、これらの会社は先の戦争のあとにできた。まだ７０年しか経

っていない、比較的若い会社です。それが原子力発電から金儲けをしようとして恐

怖の死の灰を作ってきたわけです。 

日本で初の電力会社『東京電灯』ができてまだ１３５年しかたっていない。私達

は湯水のように電気を使っている、スイッチを入れれば電気がつくなんて当たり前

と思っているが、１３５年前には日本には電気なんかなかったんです。 

そして作った放射能の中には猛烈に危険な放射能から、それほど危険が大きくな

いもの、たとえば私が放射線管理区域で働いていて、その汚れた実験着であるとか

私の実験道具であるとか、汚れていて管理区域からは出せないけれども放射能で汚

れたゴミとして棄てよう、そういうものがある。それは低レベル放射性廃棄物と呼

んでいるんですが、それはどうしているかというと、日本の場合は青森県六ヶ所村

に埋め捨てにしている。そのゴミをいったいどのくらい管理をしなければいけない

かというと、３００年です。 

みなさん、３００年という時間の長さを想像できますか。３００年後の福井市が

どんなになっているか、わかりますか。３００年後の六ヶ所村がどうなっているか

想像できますか。 
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じゃあ、３００年前がどんな時代だったのかというと、歴史を紐解いていけばわ

かると思います。忠臣蔵の討ち入りの時代なんです。忠臣蔵の討ち入りの時代に生

きていた人は、今私達がこんな生活をして、どうにもならない核のゴミをどんどん

生み出しているなんて、想像もできなかっただろうと思います。だから私達が３０

０年後の六ヶ所村を想像できる道理がありません。まし電力会社さんて、７０年の

歴史しか持っていないわけですから、「３００年間お守りをする」なんて言える道

理がないんです。 

じゃあどうしてるかというと、「核のゴミというのは、一つの企業が責任を持て

るようなものではない。国家で責任を持ってくれ」と電力会社が言って、国の方も

「ああそうか」と言って、核のゴミに関しては国が責任をとる、ということになっ

ています。 

じゃあその、国ってどれくらいのものなんだ、というと、 

 

 

 

日本という国、みなさん文明国家だと思っていらっしゃるかも知れませんが、明

治維新が起きてからまだ１５３年しか経っていません。それより前は士農工商とい

う身分制社会で、侍は日本刀を腰にぶら下げて、『切り捨て御免』で農民を殺して

もいいというそんな国だったんです。 

今世界を支配しているのは、まあ、中国は押し返していますけれど、アメリカ合

衆国、でもその国なんてわずか２４５年の歴史しかないんです。そんな国が３００

年後まで面倒を見るなんていうはずがないんです。 

でも、アメリカなんてちゃちな国だ、日本て国はものすごい歴史の長い国で由緒

正しい国だと言いたがる人がたくさんいる。確かにそうです。中国の古文書を紐解
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くと、日本には邪馬台国という国があって、卑弥呼という女王が治めていたと書い

てあります。約１８００年前のことです。でも１８００年前のこの邪馬台国という

ものが、日本のどこにあったのかすらわからないんです。いやいやこの国はもっと

由緒正しい国だと言いたがる人がいる。その人たちは日本という国は神武天皇が作

ったと。私は先ほど西暦という年号で話を聞いていただきましたが、そういう人た

ちは西暦という年号を使いません。皇紀という年号を使うわけですけども、今年は

皇紀２６８１年だそうです。ということはこの日本という国がどんなに歴史的に由

緒正しい国だと言ったところで、これくらいの時間でしかない。 

では私達が作りだしてしまった核のゴミ、先ほどの芝居でずっと問題になってき

た、１０万年後まで考えたとき、「ここあぶない」というひらがなで書いてありま

したけど、そんな言葉なんかなくなってしまっている未来まで危険が続くもんだ。

１０万年から１００万年と私達は考えています。 

今現在、埋め捨てする場所すらない。そういうゴミをどんどんどんどん生み出し

ている、ということになっている。 

 

 

先ほど聞いていただいたように、科学が進歩すればいつかなんとかなるはずだと、

やってきたんですけどできませんでした。できなければ隔離しようとしたんですけ

れど、それも全部駄目になるという歴史を辿ってきました。もうしょうがない、ど

っかに埋め捨てにしようとしているわけですけれども、埋め捨てにしても１０万年

から１００万年、じっとしていてもらわなければならないゴミだと。こんな時間の

長さは個人のスケールを超えています。もちろん私達は１００年もすれば死んでし

まう。国家というスケールも超えています。世界一の地震国である日本で、そんな

長期にわたって安全だという場所なんかないんです。 
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でもどっかに埋め捨てにしなきゃいけない、ということで、今日本では北海道の

寿津町・人口２９００人、神恵内村・人口８００人、そういうところに核のゴミを

捨ててしまおうという策略をどんどん進めています。全国１７カ所の原子力発電所

を押しつけられた町だって喜んで受け入れたんじゃないんです。地域の財政が破綻

してしまって、外から来るお金にすがるしかないから原子力発電を受け入れたんで

す。そういう原子力発電の市町村も、核のゴミだけはいやだと言ってきました。そ

して今、こういうところが狙われてきました。 

最大の電力消費地は東京です。そこでは１４００万人もの人間が住んで、がんが

ん電気を使っています。みなさんにこんなこと言って申し訳ないけれど、福井市だ

って２６万人が住んで電気を使っています。でもそういう強い町は「核のゴミはい

らない」と断ることができる。 

電気の恩恵を受けない人たちに、ゴミだけを押しつけるようなことをしてはいけ

ません。原発を作ってリスクは負いたくありませんと言って過疎地に押しつけると

いうようなことをしてはいけないと私は思います。もう一歩言ってしまうなら、自

分が始末できないようなゴミは作ってはいけない。原発なんて論外だと。なぜみな

さんが怒らないのかなと、私は思います。 

 

 

 

原発が必要かどうかという最後の話をしようと思います。原発はもちろん、電気

が欲しいためにやっているんですけれども、この地球という星にどういうエネルギ

ー源があるかというのを今からここに書きます。再生不能エネルギー資源というの

を今から書こうとしていますが、「再生不能」というのは使えばなくなってしまう
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という意味です。石炭も石油も天然ガスも、もちろん使えばなくなっていく。でも

ウランだって使えばなくなっていく。すべて再生不能です。地球上にどういう再生

不能エネルギー資源があるかというと、一番多いのは石炭です。この□の大きさだ

けあります。ただし、この大きさは究極埋蔵量といって、地球という星の上にどれ

だけ石炭があるか、わかっている量で、石炭を掘ろうと思えば炭鉱で深い穴を掘っ

ていって、そこに労働者が入っていって掘り出すというような危険な作業をしなけ

ればできない。そうすると現在の技術で採算が合うようにとれる石炭はどれだけか

というと、確認埋蔵量という、この青い■です。 

でもこの■の量がどれだけか、みなさん、わからないと思いますので、ここにあ

る小さな四角、これは現在の世界中で、１年間どれだけのエネルギーを使っている

か、というものです。数字で書くと０．６。単位は１×１０の２１乗ジュール。石

炭は究極埋蔵量で３１１あるし、確認埋蔵量で２７．３ある。つまり技術がどんど

ん進歩していって、石炭の全部が使えるのならば、石炭だけで約５００年分は保つ。

かなり豊かな資源です。確認埋蔵量だけでも６０年は石炭があるということはわか

っている。 

次は天然ガスですが、最近ガス田が開発されてきていて、石炭に次ぐ資源だとも

いわれている。 

その他、石油。これまで私達がどっぷりと使ってきた石油もこれだけある。オイ

ルシェールやタールサンドのように、これまでは使いにくくて金儲けの対象になら

なかった資源もこれだけある。 

これらは全部化石燃料です。私は化石燃料がなくなった未来は原子力だと信じた

わけですが、原子力の資源であるウランはどれほどあるかというと、これしかない。

石油に比べても数分の一しかない。発生できるエネルギーとして、これくらいしか

ない。石炭に比べたら数十分の一しかないというのは、まことにばかげた資源だ。

こんなものに人類の未来を託すという考えが、最初から間違っている。それは原子

力を推進する人もみんな知っています。彼らがなんと言ったかというと、ウランそ

のものはやっぱり駄目だと。ウランをプルトニウムという長崎原爆の材料に変えて、

それを使えるようになれば資源量が６０倍になると。かれらはそういう夢を描いた。

でも６０倍になっても、せいぜい化石燃料に匹敵するくらいにしかならない。その

うえ、プルトニウムを生み出すためには、高速増殖炉が必要です。福井の方はよく

ご存じと思いますが、「もんじゅ」という原子炉がそれですが、非常に小型の、実

験用の原子炉です。それを動かそうとして１兆円を超えるお金が使われました。と

うとうなにもできないまま、お釈迦になっちゃった。つまり原子力なんて駄目なん

です。 

じゃあどうするか。ウランはどうせ駄目です。化石燃料は何百年分かある。でも

何百年か経てば、再生不能ですからなくなる。 
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この大きな□は、１年ごとに地球に到達する太陽エネルギーです。再生不能エネ

ルギーは、地球という星が４６億年という時間をかけてためこんできた資源です。

それの１０倍を超えるようなエネルギーを太陽は１年ごとに地球にくれているんで

す。今の世界で使っているエネルギーに比べればなんと１万倍というエネルギーが

太陽から届けられているんです。長い未来を考えるなら、太陽にすがるしかない。 

原子力を進めてきた人たちの中には、先日の自民党総裁選の候補者の一人、高市さ

んという人は、核融合炉を実現すればいいんだと言っていました。バカな人だと思

いましたが、私はそんなものを考えるよりは、太陽がくれているこのエネルギーは

核融合反応でできていて、それを非常に使いやすい形、光という形で地球に届いて

いる。地球上で核融合炉を作るなんてばかげたことはさっさとやめて、核融合で太

陽が作ったエネルギーをどうやって使うかを考えた方が遙かにいい。私はそう思い

ます。 

ただし、この太陽のエネルギーは、人間のためだけにくれているわけではありま

せん。人間なんて、この地球上に生きる何千万という生き物の一種類に過ぎないわ

けで、他の生き物のすべてが、この太陽のエネルギーで生きている。人間がこれ全

部使っていいという道理はなくて、どうすれば地球の生態系を破壊しないで使うこ

とができるかということを、これからちゃんと考えていかなければいけないと私は

思っています。 

エネルギーが無限に使えるなんていう幻想はまず捨てなければいけませんし、原

子力なんていうばかげた選択はまずやめる、というところに行くべきだと思います。 
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原発は未来のエネルギーになりません。安くもありません。火力に比べても水力

に比べても一番高いです。最近は経産省ですら、それを認めています。安全なエネ

ルギーにももちろんなりません。原発はまったく必要がないものだと思います。 

原発は、鉱山でウランを掘る段階、原発を建設・運転する段階、そして核のゴミを

始末する段階、そのすべての行程で、「今だけ、カネだけ、自分だけ」の差別の象

徴です。今カネが儲かるからいいだろう、５０年後１００年後カタワが出たって知

らねえよというような人たちが原子力を進めてきた。 

原発が差別の象徴であることに多くの人が気づいてくれて。一人一人のみなさん

のまわりにも差別はたくさんあると思います。原発だけじゃないと思います。そう

いう差別に対して、それをなくすように生きてくれれば、世界はずっと住みやすい

ものになるだろうと、私は思いますし、そうなったときは原子力なんて簡単になく

なる。そういう社会ができてくるだろうと私は思います。 
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「明日のハナコ」という、私は今日初めて見せていただきましたけれど、非常に

刺激的で、面白いお芝居でした。でもそれが全部葬り去られてしまうというような

ことになろうとしているわけです。 

日本というこの国では子供たちは、みな小さいときからしっかり勉強し、テスト

でいい点数をとり、少しでもいい大学に行き、いい仕事に就き、出世しろと教えら

れます。どうでしょう、みなさん、ご自分の子供にこうやって教育してこなかった

でしょうか。ちょっとでもよくなれよ、勉強しろ、ということで塾にみんな押し込

むというようなことを、多分多くの人はしてきただろうと思います。みなが競争に

取り込まれ、立派といわれる大人ほど自己保身に汲々としています。 

「明日のハナコ」の上演を禁じようとした人たちは、自分の保身というものを優

先させました。いったい誰が最初に「明日のハナコ」の上演を禁止したか。テレビ

の配信を禁止したか、いまだにわからない。みんなグジャグジャいうだけで、責任

がどこにあるかすらわからない。みんな自己保身に汲々として、こういう状態に落

とし込まれてしまった。 

でも、そんなことをやってる人が偉い人なんでしょうか。そんな大人ばかりでは

ないことを、私は子供たちに伝えたいと思うし、この芝居を支えてきてくださった

みなさん、鈴江さんも玉村さんも、多分そういう思いでやってきてくださったんだ

と思います。ほんとにありがたいことだと思います。ほんとにありがとうございま

す。 

今世界では７８億人が生きています。その全部が違う人間です。今日この会場に

何十人かいても、全部違う。一人一人は、他の誰とも違う、かけがえのない人間で
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す。そうであれば、生きるということの一番大切な価値は、他の誰でもないかけが

えのない人間として、自分の個性を輝かせて生きることだと私は思います。 

「明日のハナコ」の芝居の中でも、「勉強して、勉強して、この世界を変える」

というような子もいましたし、「芝居を書いて書いて書きまくって、世界を変える

んだ」という子もいました。みんな能力が違うし個性が違うんです。そういうもの

を型にはめるんではなくて、それぞれの子供の個性をどんどん伸ばして輝かせて生

きられるような社会、そういうものを私は作っていきたいと思います。 

そのために「明日のハナコ」というお芝居が、どんどんどんどん広がっていくこ

とを私は願いますし、それを禁止するというような人とは徹底的に戦わなくてはい

けないと思いながら、私は今日この場に来させていただきました。 

ありがとうございました。（拍手） 

 

 

学習会 

 司会 鈴江俊郎 

 講師 小出裕章 

 

鈴江  僕は、この問題が起こる前に、玉村先生のこの脚本を読んでいたんです。出演者

が最初、５人いたんちゃうかな。５人の役者の芝居を書いたよって。それで読ませ

て、って頼んだら、送ってきたんで、読んで、面白いねって言ってたら、みるみる

部員が減っていったんだよね。それはなんでかというと、高校演劇のクラブという

のは、おおむね、「おおむね」ですよ、「学校行くのがギリギリや」みたいなタイ

プの人間、心の繊細な人の集まりが演劇のクラブだなと、僕は思ってました。 

僕みたいに自分は野球部で、他に元剣道部や元サッカー部の仲間が集まって演劇

したりすると、毎日が「鬼の筋トレ地獄」みたいになって、罵声とパワハラの応酬

みたいになったりします。それが、高校演劇部の大会の審査をするようになってか

ら、心弱い生徒たちのギリギリの生存の姿を見ることになった。「あの子が舞台に

立つなんて」と両親がそれだけで涙するような、そんな芝居が、ずっと、２０年も

３０年も続いている気がする。 

玉村先生が指導していた福井農林高校という学校がどういう学校かというと、僕

は外部の人だから語弊があると思うけれども、偏差値で言ったら低い学校なんです。 

玉村  勉強できる子もちゃんといます。 

鈴江  あ、いるんですか。とにかく、演劇部で、先生があてがきして脚本書いてくれた

ら、僕だったら大喜びしてやるんですけど、「あてがきしてもらってるんだけど、

クラブに来るのがなんだかつらい」とか、「クラブやめちゃう」とか、「芝居に出

られることは凄く嬉しいことなんだけど、それを乗り越えるくらいつらいことがあ

る」とか、生きづらくてクラブに来ることをやめちゃう、みたいなことがあって、

それで役者の数が最終的に二人になった、ということになり、(玉村先生は)５人芝

居を２人芝居に書き直してなんとか芝居を成立させたという経緯があります。今回、

黒子を出してセリフを言わせてましたが、あれはほんとは誰かが言ってるセリフな
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んやね？ 

玉村  はい。 

鈴江  それでなんとか成立させて上演することになりました、という連絡を聞いて、僕

も芝居の中で書き直しをすることはよくあるけれど、この人の書き直しは凄いなあ

と。よくそこまでやれるな、上演まで。・・・と思っていて、公演後、どうなりま

したかと尋ねたら、ほんとに驚いたんだけど、「あの、なんか、駄目って言われた」

「なにが？」「いや、そういうことで、駄目って」「そういうことって？」「俺に

聞くな！」 

僕は呆然としてしまって、なぜかと言えば、僕は福井県に何回も来ているんです。

大会の審査でも来ていますが、創作脚本講座と言って、脚本を書く研修の講師とし

ても来ています。参加した生徒や先生は二日間で台本を書き上げます。先生も書く

んです。台本書いたことのない大人は、台本を書こうとする生徒を指導できないだ

ろう、といって書かせます。そうすると書いてくれる。みんな充実感いっぱいの顔

になる。その脚本を、今日のように観客が舞台の周りを取り囲む、「車座」で上演

する。初めて脚本を書いた先生方もそこで熱演をする。子供たちは呆れてます。先

生たち本気でやってる。でもそれがよかったね、ということで年々参加者が増えて

きている。それで脚本ができたらその戯曲集を作る。玉村先生がそういうの、作る

のが好きな人で。戯曲集にするなら、それぞれの戯曲について批評を書かなきゃな

らん、それが１つの戯曲に１時間ほどかかるから合計４０時間、それが全部ノーギ

ャラで(会場爆笑)、それでようやく戯曲集ができて、でも、僕はやっぱりよかった

なあと思うんですね。こんなに手応えのあるやりとりはないなあと思って。 

ということをやってる同志の人たちが、顧問の先生たちなんです。他の府県の先

生方とは違う、友情みたいなものを勝手に感じています。その人たちが、なんでこ

の作品を駄目という人たちに反対してくれないんだ、おかしいじゃないか、高校生

の表現をなんで勝手に１校だけ排除するんだって。いまだにこのイジメは終わって

ないんです。今でもこの１校は排除されたままです。それは変わっていないのに、

「もう、矛を収めたらどうだ」という大人がいっぱいいます。孤立を感じる事態は

続いています。それが今でも信じられない。大人のやることだとは思えない。 

全国の高校の先生にこういう傾向があると僕は感じている。あまり立ち上がって

くれない。もうひとつ、僕は日本劇作家協会の言論表現委員なんですが、ここにも

働きかけて、「こんなことがあるから、劇作家協会としての声明文を出して欲しい」

と伝えたら、ここもあまり反応してくれない。この日本はどうなっているんだろう

と思う。 

今の原発の話も、僕は桐朋学園短大というところで演劇を教えていたんだが、 

参加者 A もうやめませんか、同じ話を。ぐるぐるぐるぐる、何時間しゃべってんですか。

なんかずっとやないか、最初から今まで。 

参加者 B ずっとじゃないだろ。今言ってるだけだろ。 

参加者 C もっと話してください。 

鈴江  そうですか。では・・・その学校の校舎は古くて、コンクリートの建物を隣で工

事しているんですよ。ひび割れがして鉄筋がさびて崩れるよと。４０年、ずーっと
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メンテナンスしてきたんですけど、生徒たちに「これ何年経ったから工事してると

思う？ ４０年なんだよ。４０年だったらこれくらい建物崩れるんだよ。日本中の

橋がもうすぐ崩れるよ。コンクリートというのは、夏、乾いて縮んで中の鉄筋が壊

れるから、４０年、５０年したら全部建て替えるんだよ。じゃあ原発は。１０万年

コンクリートの中に放射能を閉じ込めなあかんもんなんや。それを４０年か５０年

に一回やるとしたらいったい何回になるかな。足場築いて何千回もしなくてはなら

ないもんなんや。」そういう話をすると生徒はもう「もうわからない」と、あっけ

にとられた顔になる。 

これは子供たちの話というよりは、子供たちの子供たちの子供たちの・・・そう

いうことなんだと言うことを感じ続ける日々を過ごしていたんですが、玉村先生の

台本がそれをまともに描いているのが、私は嫉妬するくらいわかりやすく、嫉妬す

るくらい問題の核心を突いている、だからこそ排除されたんだと思っています。 

僕は自分の娘と息子のことを思いながら(小出先生のお話を)聞いていました。こ

んなことやっていいことではないと。大人としてどうしたらいいのか、もだえるよ

うに感じながら聞いていました。 

ええと、みなさんがしゃべりやすいようにと思って、長くしゃべってしまいまし

た。(玉村先生)一言、どうぞ。 

玉村  今日はありがとうございました。(鈴江氏が)言ったように、まだ話は終わってい

ないんです。新聞報道でご存じだと思いますが、脚本集を生徒に見せないという処

分はなくなりました。映像も、大会本部が記録したものは、生徒の間で共有されて

いるようです。ただ、一番悲しいのは、この劇が「差別表現がある」とか「原発と

いう微妙な問題を取り扱っている」とかいう理由で排除されたことについては、な

んのコメントもないんです。だから福農の子供たちも僕も、表向きは「処分は終わ

りましたよー」となっているように見えるんですが、でも、この劇は間違っていた

のか、そうじゃなかったのか、ということについては、誰も何も言ってくれないん

です。それが、なんていうか、殴られて、もう傷治ったからいいんじゃない？ と

言われていいる感じなんです。 

今、福農の子たちは、ケーブルテレビで放映するのを怖がっています。なんか起

きるんじゃないかって。怖いって。 

でも、あれは「怖い劇」じゃないよって、別に間違ってなかったよって、大人が

みんな言ってくれれば、あの子たちはもっと自信を持てると思うんです。でも、あ

の子たちは、今、まったく自信持てないところにいます。先に進めないでいるんで

す。 

それでさっき、小出先生は「間違ってない」と言ってくださいました。すごくう

れしかったんです。以上です。 

参加者 D 玉村先生は原発のことや震災のことなど、それをなぜ脚本に書こうと思ったん

ですが。きっかけを教えてください。 

玉村  美浜原発の再稼働ということが、時期的にはありました。教師だし、子供もいる

ので、これを再稼働して未来があるのかな、ということを子供たちに考えて欲しい

と思いました。 
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参加者 E 「殴られても傷が治ったからもういいでしょ」という人たちがいるとおっしゃ

ってましたが、これってまさに、原発事故があって１１年経ちました、あちこち原

発が再稼働してます、あんたらももういいでしょ、と言うのとまったく同じだと思

うんです。ほんとう今回の、この上演までの流れは、福島の事故から今までのこと

を一瞬にして表している気がします。自分というものを尊重されない、そういうこ

とをぎゅっと短い時間で体験していると思います。 

子供たちが上演を怖がるのは仕方がないと思いますが、それでも、素晴らしい熱

演でしたがそれでも、大変申し訳ないけれど女子高生には見えないなって、思っち

ゃったんです。(会場爆笑)それでもどうしてもできないんだったら、スクリーン越

しに、影絵状態で、顔が見えない状態で、上演することはできないでしょうか。高

校生にこれをやってもらうという企画を、考えられないものでしょうか。 

玉村  福井農林高校の生徒さんたちが上演してくれるのが一番いいと思います。しかし、

それは彼女たちが考えることで、ケーブルテレビの放映についても、それが以下に

理不尽なものであるとしても、彼女たちが不安に思っているなら、無理強いはしな

いつもりなんです。上演に関しても、やってくれるなら嬉しい、こんなおっさんが

やるよりは遙かに面白いし、ケーブルテレビで放映されたらその面白いものが見ら

れるはずです。 

彼女たちに、そういう話はするんですが、今のところは難しいようです。 

参加者 F 今日はありがとうございました。小出先生の話も聞けて本当に嬉しかったです。

私は原発には反対しております。表現活動の面からも、これは問題だと思っていま

す。全面的に主張には賛同しますが、一つ気になっていたことがあって、それをお

聞きしたい。 

戯曲の内容については、全面的にこれをやるべきだと思っています。しかし、高

校生がこれをやるときに、いろいろな葛藤や悩みがあったんじゃないかと思います。

この台本はかなり高度な内容で想像力がいるなあと思っていました。それが逆に魅

力になってもいる。しかし、女子高校生がこれをやるときに、それを内面化すると

きに、何らかの悩みや葛藤があったはずだが、それが一連の報道の中では見えてこ

ない。先日福井新聞の記事かなんかで、高校生の教育というところにも焦点を当て

るべきじゃないか、みたいなことが書いてあって、それはそうだなと思っていた。 

戯曲自体は、作品としてそれが目指している完成度とかそういうもので捉えたらい

いと思うんですが、これを高校生がやるに当たって、いろんな不具合とかマズイ点

とかあるんじゃないか、作品としてはそれがまた高校生が演じることで逆によい点

になるかも知れないけれど、その辺が見えてこなかった。 

それは、高校生たちがおびえているというところに結果的に、現象はあるとして

も、自分たちが何かの軋轢を生むかも知れないということを納得した上で表現した

ということであれば、何らかの反響があっても納得できるものだと思ったんじゃな

いか。それが想像できなものに発展しちゃったからおびえている、そういうことな

んじゃないか。 

表現を閉じ込めてはいけないと思うし、表現の自由は守らなければいけないと思

うけれど、そこが今回のことではわからなかったのでどうだったのかな、とお聞き
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したいと思います。 

玉村  何ヶ月か練習をしていくわけです。「当て書き」といって、この子だったらこん

な感じだな、と思って書いていくんですけど、そうやってやりとりして稽古して行

く中で劇を作っていきます。脚本書いたから全部その通りやるんだ、というふうに

はならないです。相互にやっていくので、僕は内容を子供たちは練習していく中で

理解し前進していったと思っています。このプロセスを証明することはなかなかで

きませんが、これは二人芝居で、一人は大会で「演技賞」をもらっています。演技

賞はそれだけちゃんと内面化できたからもらえた賞だと思います。 

それから不安に関してですが、これは想像してみて欲しいんです。高校生のまわ

りにはいろんな人がいます。親がいます、担任がいます、部活の顧問がいます、校

長もいます。不安に思っているというのは、この大人たちが不安に思ってるんじゃ

ないか。子供たちは大人の不安も内面化するんです。たとえば、これは僕のところ

まで伝わってきたんですが、「こんなことがあったら、お前の将来の進路にまで差

し支えが出るかも知れないよ」「進学の時に問題になるかもしれないよ」「内申書

に書かれるかも知れないよ」という大人がいるんです。そういうなかで、自分のや

ってきたことに自信を持ち続けろというのは、酷だと思うんです。ほぼほぼみんな

が「怖いよ」と言っている。ウェブでバッシング受けて自殺する人もいる。みなさ

ん、弁護士さんの言葉に引きずられてしまっている。 

実は一人だけ、僕がメールできる生徒がいて、その子には励ましのメールも書い

てます。すると、その子だけは、頑張るって返事を返してくれます。 

もちろん子供の自主性ってあると思うんですが、子供の自主性は、ちゃんと大人

が支えてやる必要があるとも思います。もちろん間違っていたら駄目ですが、この

場合、本当に差別かどうか考えたら、大人がちゃんと「それは差別じゃない」と支

えてあげて欲しかったなと思います。ただそういう人が少ない。それが不安に思っ

ている原因じゃないかと思います。 

参加者 F その辺がもやもやしていてわからなかったので、ありがとうございました。 

参加者 G 二点お願いします。こういう活動は大変素晴らしいと思うんですが、今後の着

地点というか、こういうふうになったらいいなあという、ゴールはどういうもので

しょうか。また、そうなるのは、どれくらいの可能性で思っていらっしゃるのか。 

もう一つは質問というよりは意見ですが、今回の問題は女子高生本人の問題に帰

着されるとおっしゃいましたが、今回このまま終わってしまうと、表現の自由が、

忖度のなかで認められないという形になってしまうと思うんですが、そうなると演

じた女子高生だけの問題でなくなってしまうと思うんですが、どうでしょうか。 

玉村  着地点は、もしかしたら鈴江先生と違うかも知れないんですが、僕は、この場に

演劇部の顧問の先生に来て欲しかったし、教育委員会の人も来て欲しかったし、ち

ゃんと劇を見て、ちゃんと討論するという時間があれば、何かが変わる気がしてい

ました。裁判に訴えるという話でもないし、「謝罪しろー！」と詰め寄る話でもな

くて、若者の表現とか、若者が表現してつかめるものは素晴らしいものがある、そ

ういう認識が生まれたらいいなあと思っています。今日の上演も福農の生徒に伝え

たいと思う。差別じゃなかったということをちゃんと伝えたい。そうしたら、あの
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子たちはまた前に進めるかなと思う。 

これで足りなかったらもっと上演したいと思っています。決まっているのは、新

年あけたら愛媛県でします。そのあと大阪でもします。他の団体さんでもやってく

れるところが出てきています。そうやって、間違ってなかったという声を発信して

いきたいと思っています。このあたりが着地点だと思っています。 

それから、まだ、顧問会議と対話ができていないんです。メールも何度かしてい

るんですが、返事が返ってきません。このことが、これから福井県の表現の自由に

どんな影響があるか、怖いことは怖いです。もしかしたら来年度、自粛の傾向が生

まれるかも知れません。あんな騒ぎになるくらいだったら、脚本を偉い先生がチェ

ックしてから上演しましょう、となるかもしれません。それはたぶん、検閲ってい

うことで、よくないと思いますが、僕はもしそういう動きがあったら騒ぐと思いま

す。またこんなことになって署名運動が始まって、みたいな騒ぎになると思います。

そうやってとめようと思います。 

でも、その人が自分で自粛する分には止めようがないです。校長先生が「もって

こい！」というのは止められますが、その先生や生徒が自分の心の中で「このテー

マで、これを書こうと思うんだけど、ヤバそうだよなあ」と自分で内容を縮込める

場合は、ぼくにはわかりません。だからやっぱり表現の自由というのは、一人一人

が頑張らなきゃならないものだと思います。 

もしかしたら演劇というのは、学校教育の枠をはみ出すものかも知れません。と

きによっては傷を負ったりするものかも知れません。でもそこがいいんだと思いま

す。決められた枠の中だけで活動して終わるのではなくて、自分で社会に出るとか、

そういう活動ってなかなかないと思うので、そういうのを大人は支援できたらいい

なあと思っています。 

鈴江  僕らが体験したのは、この活動を始めたらすごい心細いということです。明らか

に向こうがおかしいんだけど、我々がみるみる孤立していくという・・・それがど

れほど心細いかというと体験したものでないとわからないと思います。だから次に

こんな目に遭う人がいたら、出かけていってでも「お前一人じゃないぞ」と言いた

い。 

今大人がやることは、僕は臨床心理士の仕事もしているので、不登校の生徒たち

なども相手にしているんですが、そこで感じることは、エンパワメントの必要性で

す。社会的弱者で問題意識が余り高くないけれども、権利を侵害されている人間に

対しては、「あなたは権利をもっと主張していいんだよ」「どうやって主張したら

いいのかわからなかったら、私はずっと横にいるから頑張ろう」って。たとえばホ

ームレスの人が生活保護を受けようとする場合、窓口にずっと付き添っている NPO

の人がいるでしょう。同じように子供たちが萎縮しているときに、大人たちがやる

べきことは「怖いことがあった守ってあげる。安心なさい」と言ってあげることで、

「自分の権利を主張していいから」みたいなことを言ってやることが、大人の当然

のやるべきことなのに、脅かしてどうする。これが今学校の教員がしていることだ

と僕は思っています。これは僕が臨床心理士として学校の現場で感じる印象とまっ

たく同じであると思っています。 
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時折学校現場は少数派を切り捨てます。弱者を黙らせておいたらクラスの多数派

はうまくまとまるから。その犠牲者が学校に行けなくなって僕のところの面接に来

る、なんてことはしょっちゅうあります。だからこういうことになっているんだと

いうことを、教員のみなさんに自覚して欲しい。 

でも丁寧な対応を先生方に求めたら、ただでさえ残業で大変なのにそんなことで

きるか、ということになっているのも間違いなくわかる。 

僕たちは先生方と敵対するつもりはない。私達は味方のつもりです。あなたたち

ができないところを私達はやってるので、もうすこし、口を開いて欲しい、と思っ

ている。 

小出先生に聞きたいと思っていたんですが、「地球温暖化が進んだら、原発を動

かした方がいい」という議論が起こってきたりして、原発はおかしいという当たり

前の議論が通りにくい情勢になったりしています。僕らは何をどうしたらいいんだ

ろうと悩むんですが、先生の立場から、これからこんな運動があったらいいと感じ

られていますか。 

小出  私は運動家でもなんでもないので、どうすればいいかということに関してはよく

わかりません。でも、原子力というものがどういうものなのか、というその一端を

今日聞いていただきましたし、みなさんがこれを聞いて判断していただければいい

と思います。 

ただ、今温暖化の話をされて、原発をまたやろうという人たちが勢いづいてくる、

実にばかげたことだと思います。その話をもし聞いていただこうと思うと、また１

時間という時間が(会場爆笑)、ただ、みなさん、二酸化炭素ってこの地球で絶対に

必要なものなんですよ。二酸化炭素があるから植物が光合成できています。たしか

に化石燃料を燃やして火力発電をすれば二酸化炭素はふえます。原子力は二酸化炭

素を出さないからいい、というんですね。でも原子力やったら何が出るって、死の

灰が出るんですよ。一方で生命にとって絶対的に必要なが悪くて、生命に対して圧

倒的な毒物である死の灰はいいんだ、だから原子力はいいんだ、ってそんな理屈は

はじめから成り立たないというふうに、みなさん心に刻んで欲しいと思います。 

問題になっているのは、どんな発電方法がいいとかいうことではなくて、もうす

でにエネルギーを使いすぎているんです。そのために、あちこちでいろんな脅威が

起きている。たとえば日本で起きた公害病、水俣病やイタイイタイ病、たくさんあ

ったけれど、二酸化炭素はなんの関係もないじゃありませんか。砂漠化が起こると

か酸性雨が降るとか、いろんな脅威がたくさんあるけれども、二酸化炭素はほとん

どみんな関係がない。でもみなさんは、二酸化炭素だけが悪くて、それをなんとか

すればいいんだというふうに、今思わせられているわけですけれど、問題は、エネ

ルギーの使いすぎというこの社会構造をどう変えていくかということ、なるべく使

わないように、環境を破壊しないようにエネルギーを抑制する社会を作る以外にな

いと私は思っています。機会があればまた、お話ししたいと思います。 

鈴江  時間になりました。また何かご意見がありましたら用紙にお書きください。本日

はありがとうございました。 

 


