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守田敏也さん講演録� ２０１４ 年３月 ３０ 日

原発事故から３年　広がる放射能被害と市民測定所の役割
〜チェルノブイリとフクシマをむすんで〜

Ⅰ . １カ月にわたる旅を、身体の面から振り返って

こんにちは、守田です。
2 月 25 日から 3 月 21 日までヨーロッパとトルコを回ってきました。正確にはベラルーシとドイツとト

ルコなのですけども、今日いらっしゃっている入江紀夫先生をはじめ、関西医療問題研究会の高松勇先生、
山本英彦先生、山本さんのお連れ合いの由子さんも一緒に回ってきました。

さきほどツイキャスで実況してもいいですかと聞かれて、ＯＫですと即答しながら、これが流れてしまう
のだなあと思いながら今話しているのですけれども、ブログに書いているのですが、随分と身体を壊してし
まいました。その話からすると、そもそも出発までも忙しくしていて、かなりの強行軍でこの旅にのぞんで
しまったということがありました。それでまずトルコに入ってひどい便秘になってしまいました。

便秘から強度の腹痛を併発して、イスタンブールで講演があったのですけれども、始まる前にかなりの痛
みがあって、鎮痛剤を打ってもらって、それでお話ししたのですね。その後も、基本的に旅の最初から最後
まで、設定された講演は全部やり切ったのですが、このイスタンブールのときは、講演の後にスタッフの人
たちと近くのレストランで休憩をして、その後で記者会見にも出るという予定だったのです。

しかしその段階からどんどん駄目になっていって、レストランの中の長椅子に寝ていたのですよ。僕の寝
ている上からトルコの方たちが赤い布を持ってきて被せて、妙な格好で寝そべっていた。そうしたらレスト
ランのオーナーが「こいつは何だ」というわけです（笑）。「日本から来てこうこうこうだ、今腹痛を起こし
て倒れているのだ」と周りの方たちが説明すると、そのレストランのオーナーが近くにある病院のオーナー
でもあって、「じゃあすぐうちの病院へ連れていけ」という話になりました。それで病院に連れて行っても
らったのですが、そうしたらもう、「かなりの痛みを起こしているから入院しろ」ということになって、そ
のまま僕はイスタンブール初日に入院したのですね。

レストランから病院へタクシーで行ったのですけれども、イスタンブールは石畳の街なのです。坂が多く
て細い道がいっぱいあります。そこをタクシーで走られると、お腹がものすごく痛むのですよ。タクシーの
外を見てると綺麗なモスクがびゅーっ、びゅーっと目の前を過ぎていって、「ああイスタンブールだあ」と
思いながらも、感傷に浸る余裕はまったくなく……（笑）。僕にとってのイスタンブールの印象は『石畳の
辛い街』というものでした。

その日に特大の浣腸とかしてもらって、まあ回復して、翌朝退院して、午後には原発建設予定地のシノッ
プという街に行きました。その後に、何百キロも離れたイズミールという街も回ったのですけど、とにかく
かなりの強行軍でした。

3 月 11 日にシノップの街で講演をしたのですが、そこで知ったのは、トルコ政府が民衆運動に激しい弾
圧を行ってきたことでした。どう激しいのかというと、何かあるとすぐデモ隊にガス銃を撃ち込むのです。
ガス銃の乱れ撃ちがされるのです。

いつだったかは正確には覚えていないのですが、数カ月前ぐらいか、イスタンブールの町の中の公園かな
にかが公共の広場として使われていたことに対して、政府が何かの構造物を作って、民衆の集会が開けない
ようにしようとしたことがありました。これに反対する人々がその場に多集まり、最終的には立てこもっ
て、警官隊と攻防戦になったのですね。

トルコは、インターネットの規制も厳しいのです。Twitter が禁止になっていました（注：Twitter は 4 月
初めに裁判所の勧告を受けて解禁された）。どうも YouTube も禁止されているようです。そういう状況で、
この攻防の時も携帯電話なんかもカットされてしまいました。そんな中でも Facebook だけは生きていたら

体調を壊し、到着その日に入院

トルコ政府によるデモ隊の弾圧に抗議して
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しいのですが、実際にドイツの側でトルコの情報をリアルタイムでキャッチしていた人に聞いたのですけれ
ども、凄かったそうです。「今、どこどこ方面からガス銃の集中攻撃を受けていて、友達が何人倒れた。こ
こに救急車を回してくれ」とかいう情報が Facebook でブワーッと上がっていたのだそうです。

そういう騒乱状態の中で、たまたまそこに買い物に来ていた 10 歳の男の子が、ガス銃の直撃弾を受けた
のです。頭に当たって、昏睡状態になって、結局その子は亡くなってしまった。それがちょうど僕が行った
ときだったのです。だから、講演させていただいた後に、街の中心部で抗議のデモがあるというので、その
中に出て行きました。若者がたくさん集まっていて「虐殺を許すな」と叫びながら凛々しく歩くのです。も
ちろん僕も参加しました。

なんというか、トルコのデモはとても熱い。政府の強権的な弾圧がある中でも、民衆運動がいろんな形で
行われていて、民主主義的な権利を守ろうと頑張っている。その中に僕も参加させていただいて一緒に街を
歩いたわけですが、心が昂ぶりましたね。

それから翌日に、イズミールというエーゲ海沿いのところに移動したのですけれど、「ちょっと移動が大
変なんだ」と言われました。どう大変なのと聞くと「まず 3 時間バスで移動するのだよね」と。お腹痛い
ですからね、３時間かけっこうつらいな……と思うと、実際には３時間ではなくて、もうひとつのバスにさ
らに１時間乗ってですね、やっとたどり着いたのがサムソンという空港なのです。ではこの空港からイズミ
ールに行くのかと思ったら、「いやいや、一回では行けない。まずアンカラに飛んでそれからイズミールに
行く」とのこと。2 回のフライトです。その挙句についたイズミール空港からまたタクシーで 30 分ぐらい
走って、ホテルに着いたのは夜中の２時半でした。

そういう状況の中で僕は回復する間が取れなくて、体がどんどん悪くなってしまいました。実は僕は前立
腺肥大症というものをかかえています。前立腺というのは膀胱の下にあるのですが、それが肥大すると尿が
出にくくなってしまいます。そういう病気を持っているので、いつも漢方薬を使ったりして旅の間、ずっと
気をつけています。この時は尿は出ていたので、自分でそこがどんどん悪くなっていってることが分かりま
せんでした。でもだんだん排出が悪くなっていって、腎臓が悲鳴をあげ、それが腹痛になっていきました。
しかし僕には便秘の腹痛なんだか、他の痛みなんだかわからない状況で、イズミールからデュッセルドルフ
に飛び、ドイツに戻って、ヘルフォートとベルリンの街で、さらに二つ講演をこなしました。

ベルリンでは「ドイツ放射線防護協会」会長のセバスチャン・プフルークバイルさんという方がずっと僕
のケアをしてくれました。今回僕にとって運が良かったのは、トルコでの過程を含めて、ずっとお医者さ
んが身近にいたことです。なぜかというと、「核戦争防止国際医師会議（IPPNW ＝ International Physicians 
for the Prevention of Nuclear War）」という組織があって、そのドイツ支部の方たちと一緒だったからです。
僕の横には常に医師がいて、ケアしてもらえました。そんな中で、僕はトルコに何とも言えない強い印象を
残して帰ってきたのではないかと思います。僕はとにかく、「腹が痛かろうが痛くなかろうが講演はやるよ」
と話したのですけれども、そしたらトルコ人の医師がこう言うのです。「それは分かっている。お前は日本
のサムライだ。お前は確かにやり遂げるだろう。だけど自分は医師だ。目の前で痛がってるものがいたらそ
れを見てほっとくわけにはいかない。それが自分の人生なのだ。だからこの薬を飲め」と。

最終的には 3 月 18 日にベルリンの病院に連れて行っていただきました。最初、セバスチャンのお連れ合
いのクリスティーナさんの勤務している病院を手配してもらい、そこから泌尿器科の専門外来がある病院に
移りました。そこもね、なんとも印象深いのですよ。その病院は、ベルリン大空襲の中で唯一焼け残った教
会を改装した病院なのです。なおかつ、その教会は戦中にずっとユダヤ人をかくまっていたのだそうです。

その由緒ある病院で、カテーテルという管を、直接膀胱に通し、尿を強制排出してもらいました。それで
なんとか腎臓を復活させたのです。そういう状況でしかも最後の 5 日間は吐き気でものが食べられなくな
ってしまって、日本に帰ってくるのが大変でした。

プフルークバイル博士に数日間、全面的に世話になってしまって、帰国の際にも、ベルリン空港まで博士
が僕の荷物を持ってくれて、車で連れて行ってくれました。それでどうにか飛行機に乗ってベルリンからハ
ブ空港のフランクフルトに行き、そこから関空を経て帰って来たのですけども、一番、辛かったのはフラン
クフルト空港でしたね。あの空港は大きいのですよ。関空の３倍くらいあるのではないですかね。その中を
ごく一部しかシャトルが走っていなくて、あとは歩くのです。僕は 5 日間何も食べていなかったので歩け

腹痛を抱えて長距離移動に次ぐ移動。最後はベルリンの病院へ
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なくて、関空行の便に移動するまで 3 時間ぐらいかかってしまいました。
僕は自分がこの旅の最後の方で、多分、もたなくなるだろうと思って、最後の一週間だけ連れ合いに来て

もらっていました。ベルリン観光もしないで、ホテルで献身的に看病してくれたのですが、間の悪いことに
彼女も途中で転んでしまって、帰ってきてから分かったのですが、足を剥離骨折していました。その彼女に
僕は荷物を全部持ってもらい、その横を 10m 歩いて座り、また歩くという感じで、フランクフルト空港の
長い長いターミナルビルの中を移動したのです。

そんなわけで、日本に帰ってきてからすぐにメールが出せなかったのですが、それで僕の重病説が流れて
しまいました。そんな重病というほどではないのですが、これだけいろいろ話してしまっているので明らか
にすると、前立腺肥大症ともうこのまま共存していくのは無理だと判断して、肥大部分を切除する手術を受
けることにしました。その手術に１週間から 10 日くらいかかることになりますが、それを 4 月末ぐらいに
受けるつもりです。そうして身体を鍛え直して、もう一度こういうふうなタフな展開にチャレンジし、その
中でも元気に旅ができるようにしなくてはとつくづく感じました。それが僕の身体のことに関する顛末です。

ただ旅全体を通して言えることは何かというと、それはもう、本当にものすごくたくさんのヨーロッパや
トルコの方と知り合って、交わって、それで僕が何を感じたかを、一言であらわせば、「世界はどこもそん
なに変わらない」ということでした。

出会った人たちはここにいるみなさんと同じような気持ちで、放射能の危険性をなんとかしなくてはいけ
ないと思っているし、同時に、やっぱり平和を愛していて、人が争うことをなんとかして超えていきたい
と、そういうふうにシンプルに発想しています。なおかつそのためには民衆がもっと力を持って、頑張って
いくことが大事なんだということを、ピュアに思っている方たちがどこに行っても多かったのですよ。

僕は今年の初めからずっと、Power to the People! という言葉を使っているのですけれど、講演で Power 
to the People! と言うと、どこでも爆発的に受けるのです。だから、この言葉はもう世界の民衆のひとつの
合言葉なのではないかと思うのですね。民衆こそが、力を持つことによって、この混沌とした世界を超えて
いくことが問われている。そう思ってる人がたくさんいるということだと思うのです。

まだ自分の中で未整理なのですけども、今日はそのことを後半でもう少し詳しく話したいと思います。ベ
ラルーシに行って、いろいろと印象的なことが多かったので、その話をしたいと思います。

Ⅱ . 市民放射能測定所に求められることとは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〜提案として〜

その前にですが、今日は奈良の測定所の開設一周年ということで、演題としていただいたテーマは「広が
る放射能被害と市民測定所の役割―チェルノブイリとフクシマをむすんで 」でした。これにプラスして僕
の旅の報告などを「自由に話してください」と言っていただいたのですけども、まずは測定所の役割につい
て触れたいと思います。

先ほどの測定所総会で紹介された、この一年間行なわれてきたことの報告をふまえて、今、市民測定所に
は何が必要なのかということを、みなさんに提案の形でお話ししたいと思います。

ひとことで言って、測定所はどこも運営が厳しいですよね。奈良の測定所が特別にそうだと言っているわ
けではなくて、全国的な状況です。細かく情報は押さえていないけれども、運営が困難でもう継続できない
というところも出てきているみたいです。この状況をどうとらえるのかということから話していかないとい
けないと思います。

まず第一に押さえるべきことは、100カ所を超える測定所が全国で立ち上がったことによって、劇的な効
果が社会にもたらされたということです。

効果とは何なのかというと、家庭に入る食材を扱っている生産者あるいは流通業者の方たちが、放射能汚
染物を減らしていこうという努力を強めたことです。汚染物が見つけられてしまうからということもあるで
しょうけれども、それだけではないでしょうね。それぞれの会社の中には、仕事に対して真剣な方とそうで
はない人がいますよね。周りからの規制が強くなると、まじめに、真剣に安全な食材を提供しようとする人

旅を通して感じたこと
　〜 Power�to�the�People! 〜

測定所の功績と、かかえている課題
　〜市民測定所は劇的な効果をもたらした！〜
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の方が社内で有利になるのです。だから測定所がたくさんできたことで、やはり少しでも放射能の少ないも
のを流通させていこうという動きが強まって、そのことで全般的な安全性が、非常に高まったと思うので
す。僕はそれは、各地の測定所が作りだした社会に対する最大の貢献だと思います。

具体的には、僕は例えば仙台の測定所の方たちに知り合いが多くいます。その中で「小さき花」という測
定所はご存知ですかね。石森さんという方が運営しています。この方は農民科学者です。彼はもの凄く研究
熱心で、測定でもかなりレベルの高いことを行っています。その石森さんは、当初、市販されている牛乳を
ぱかぱかと測りました。そうしたら最初の頃は 1 リットル当たり 50 ベクレルぐらいの放射線値が出てきた。
彼はどんどんそのデータを公表したのですね。

彼は積極的に会社の名前を明らかにして公表するやりかたをとって、周りから「石森君、このままだと君、
刺されるよ」などと言われながらも頑張りました。実は弁護士さんが、石森さんが訴えられたときには守る
というバックアップ体制を独自に作っていたそうです。そんな中で彼はどんどんデータを公表し続けた。

そうしたら、公表された同じ銘柄の牛乳の放射線値が劇的に下がっていったのです。石森さんが公表して
しばらく経つと、50 ベクレルだったのが 30 ベクレルぐらいになって、さらに 30 ベクレルというデータを
出すと今度は 20 ベクレルくらいになっていった。

つまり業者さんが対応したのだと思うのですね。この場合、業者さんも汚染の中で生産者をどう守るかと
いう発想の中にあったから、何か悪いことばかりを考えているように言ってはいけないところもあるとは思
うのですけども、おそらく、どこの農場がより汚染されているかを知っていたと思うのですよ。牛乳はあち
こちから搾乳してきたものをブレンドしますよね。そのブレンドを変えて、50 から 30 に下げることがで
きたのではないか。ともあれデータをどんどん公表したことによって、数値がどんどん下がっていって、今
はもうほとんど検知されなくなっています。

これと同じようにあちこちで測定所が立ち上がることで、食材を提供するいろいろな会社が、放射能が出
ているものを自分たちが提供してはいけないだろう、あるいはできないだろうということで自主的に規制を
して供給するものの放射線値を下げていく努力を重ねるということがあったと思うのです。
「グリーンピース」が、「西友」などに「お友だち作戦」でアプローチして、政府よりも厳しい独自の基準

を作り、放射線値を測って商品を出すようにするように促したケースもありました。そういういろいろな努
力が重なって、食材の安全性が高まったと思うのです。

苦労もいろいろありました。僕が聞いた話では……当初はこの話は絶対表に出してはいけないということ
だったので、今でも場所や時期は言えませんが、ある測定所が行政の依頼でシイタケを測ったのですね。そ
したらものすごく高い値が出てしまったのです。そのことに対してシイタケを栽培している会社の社長が殴
り込んで来たそうです。ただし測定所の人を殴ったとかいうのではなくて、もっと悲惨で「次にお前のとこ
ろでうちの会社のシイタケの値を出したら、俺はここで割腹自殺してやる」と言ったのだそうです。従業員
一ケタの会社さんが存亡の危機に立ってしまっていたのです。

当の測定所の方たちもかなり苦しんだそうです。幾つかの測定所が集まって、こうした場合をどう考える
か話し合って、「測定所は業者を裁く機関ではないのではないか」という意見も出された。そういう場合の
データ公開に対する考えにそれぞれの違いもあり、意見はすっきりとはまとまらなかったのですが、いずれ
にせよ、測定をすることで、追い詰められる小さな会社もありうることを頭に入れての運営が必要だという
ことになりました。もちろん「だからといって、それだけの数値が出ていることを明らかにしないでいいの
か」という問いも出てきます。そういうせめぎ合いや苦しみがありました。

あるいはある地域では、地下水から放射能が出たのです。調べてみたら、昔、沼地だったところを造成し
た土地で、地下に地上の水が浸透しやすいような場所だった。地下水からはあまり放射能は出ないと思われ
ていたので、ショックが大きかったのですが、この場合も、それをつかんだ測定所がかなり悩んで、結局、
値を公表しなかったのです。公表しないで口コミの形で、地下水を飲んでいる人たちに、飲まないようにと
いうアドバイスを回していく方法を採った。それが良い、悪いという意見がありうると思うし、明確な方針
を持っている測定所の方たちもあると思うのですが、汚染の公表は、仕方によってさまざまな波及効果を持

具体的な事例
　〜仙台の市民測定所『小さき花』〜

測定所は、『裁く』ための機関か？
　〜裁くのではなく守るために〜
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ちうるので、悩みがつきない側面があったのです。そんな人知れない苦労がおそらくもっとたくさんある中
で、全体として、多くの測定所が人々の命、身体を守ろうと懸命な作業を続け、成果があちこちで積み重な
っていったのだと思います。そのことで間違いなく市民生活の安全度が高まったと思うのですね。

何より放射能にまったく関心がなく、まったく普通に、食材を買っている方たちもかなり守られました。
だから、市民測定所が作り上げた功績は、本当に計り知れないものがあると思います。

あるいは例えば奈良に測定所ができて、測定がされているから、この地域に汚染物が持ち込まれにくいと
いうことも間違いなくあります。

食材はあちこちを回っていますが、チェルノブイリ事故後のドイツの例で、測定所のないところに汚染物
が入っていく傾向が強かったのです。測定所があるところは不検出が続くのですよ。汚染物が入りにくいか
らです。だから不検出が続くこと、測り続けて安全性を確認していることには、実は明確な意義があるのです。

ところが、このことが社会的にぜんぜん理解されていません。そのため不検出が続くと検体を持ち込む
側の、測るインセンティブ（incentive：人や組織のモチベーションを誘引するもの）が落ちてしまうわけで
す。何回測っても放射能は出なかったからもう大丈夫だろう、もう測定所まで行って、面倒臭い思いをしな
くてもいいやと思えてきてしまう。

実際に、僕はこの先も、それほどの汚染は出ないと思うのです。事故当初のように直接、作物の上に大量
の放射能が降ったということはもうないし、セシウム 134 などが半減期によって減っているということも
ありますが、業者さんの側も汚染を少なくする一定の形のようなものを作ってきていると思うのです。

それでもあれだけの放射能が出てしまったのだから、汚染物は確実にある。ではどこにそれが行っている
のかというと、やはり外食産業でしょうね。あるいは初期には安売りスーパーなどに流通していった。

福島から京都市に避難されてきている女性に聞いたのですけれども、彼女の一家は、福島を 3 月 15 日に
飛び出しているので、初期被曝はほとんど受けてないはずなのです。ところが初め、大阪に移住したのです
が、暫くしてからすごい被曝症状が出てきたという。その根拠は何かと言うと、近くにある大手の安売りス
ーパーで、いつも安い食材を大量に買い付けていたことしか考えられないというのです。その食材で「なん
て大阪は食べ物が安いんだろう、こんな大きなお魚がこんなに安いなんて嬉しいわ」と、毎日、毎日食べて
いたのだそうです。すると、どんどん体の調子が悪くなってしまったそうです。

福島県のいわき市にある測定所にホールボディーカウンターがあって、人々の被曝量の測定を行っている
のですが、そこでも、実はいわき市民よりも、出張で大阪から来ていた人の方が高い値が出たという事例が
あったそうです。そのことにも顕著なように、危険な食材は、「安かろう悪かろう」というところや、経費
削減のためにそうした業者さんから仕入れている外食産業に流れている可能性が高いです。特に怖いのは魚
ですよね。汚染魚が、どのように市場に回っているのかまったくわからない。加工されてしまったら、より
分かりにくくなりますしね。

あるいは最近は、100 円寿司どころか、80 円寿司とかありますよね。そんなに安い値段で、高級魚が食
べられるはずがないのであって、もともとフェイクの魚を使っていたり、かなり質の悪いくずのような状態
になったものを使っているということが、福島原発の事故の前から言われていたのですけれども、そういう
ところに汚染魚が入っている可能性がある。

だからこうした状況の中で測定所を続けていくことには極めて重要な意味があります。つまり、汚染物は
明らかにあるし、海の汚染は今も続いてるわけです。あと考えたくないことですけども、もう一度、福島原
発の事故が拡大する可能性も間違いなくあります。原発が不安定になり、小規模な爆発・大規模な爆発が起
こることもありうるのです。このときのことも踏まえて測定所を維持していく、これはとても大事なことで
す。大事なのだけれども、インセンティブそのものは落ちていってしまう。この中で測定所を回していくこ
とには、厳しいものがありますよね。
●市民放射能測定所にやっていってほしいこと、その１
　　　　　　〜低線量・内部被曝の危険を伝える場に〜
その中でどうしていったらいいのか。僕は、ぜひみなさんに、測定所の位置づけをもう一歩進めていって

いただきたいと思っています。
一歩進めるとはどういうことなのかというと、一つは、収入に直結することではないですけれども、「も

不検出でも測り続けること
　〜測定所を今後も続けていく意味〜
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っと明確に低線量被曝を批判する場所としての位置を確立してほしい」ということです。ぜひともこれを行
って欲しいと思います。

測定所によってポリシーが違うとは思いますが、それでもだいたいの測定所は測りはして数値は出すけど
も、「その数値の先はあなたの判断に委ねます」というふうにしてきているのではないかと思うのです。「こ
れは食べられますか」と言われると答えに困るというか。

例えばある食材の放射能が、1 キログラムあたり 5 ベクレルあったとする。これを食べるかどうか、何を
基準に考えればいいのか。例えば「ドイツ放射線防護協会」は事故直後の勧告として、最低ラインとして大
人 8 ベクレル、子ども 4 ベクレルという水準を出してくれました。それを基準にしたら大人なら 5 ベクレ
ルは食べてもいいよということになりますが、果たしてそう単純に言い切れるかという問題がありますよね。

しかも人間には個人の差異がすごくあります。あくまでも 8 ベクレルという線は、社会的に、最低限、
これだけは守ろうということで設定した線であって、8 ベクレルがその人個人にとってどういう意味を持つ
かまでは分からないわけです。当然、測定所の側も責任がとれない。

特に初期被曝をしてる人はより危険です。すでにリスクを負っているからです。化学物質過敏症も同じで
すよね。最後の一滴で、症状が出てきてしまう。コップに汚染が溜まったような状態で、最後のごくごくわ
ずかな一滴でコップの水が溢れ出すように、体に劇的な変化を及ぼすことがある。だから同じ 8 ベクレル
でもその人がどういう体調なのか、どういうふうな被曝をしてるのかによって意味が違ってくるわけです。
そのことも含めて、これは何ベクレルの放射線が出ていますということは、しっかり出すけれども、その先
にどう判断するかということはなかなか言えないということがあると思うのです。

この先どうなるのかというのはやっぱり言いにくいと僕も思いますよ。少なくとも「3 ベクレル？　大丈
夫です」、「4 ベクレル？　ダメです」とか、そんなに単純には言えない。

大原則は、「少しでも放射能があるのだったら食べない方がいい」ですよね。「これを絶対に食べなければ
いけない必然性があるのでなければ、放射能が確認されるものは食べないことをお勧めします」というの
が、いつでもありうべき回答だと思います。

その上で、僕がぜひ測定所のみなさんに行って欲しいと思うのは、同時に、「低線量被曝というものが、
どのように危険で、そしてまたその危険性が、どのように隠されてきたのか」ということを、もっと積極的
に伝えていくことです。

一番大きなポイントになるのは、ベクレル（Bq）とシーベルト（Sv）の換算式のまやかし性です。とい
うか、「シーベルト」と言う単位に潜む誤りをもっと語っていかなければいけないと思うのです。

シーベルトというのはみなさんご存知のように、放射線を浴びた場合に人間にどれくらいのダメージがあ
るのかを表した数値で、放射線の被曝管理に使われている値ですが、もともとは「ジュール」という、ある
一定量の水の温度をどれだけあげることができるのかという数値を基礎にして成り立っているものです。

ではどれぐらいのものが被曝の許容基準になっているのかというと、年間 1 ミリシーベルト（mSv）が多
くの国で採用されています。これ以上は一般の民衆には浴びせてはならないとしようという国際的合意がで
きており、被曝をめぐる一つの攻防ラインであるとも言えます。

もちろん 1 ミリシーベルトだって安全値ではない。どれほど小さな値であっても被曝にはリスクがある
という観点もまた国際的な合意になっています。その意味では１ミリでも浴びない方がいいのですが、一つ
の攻防線として最低、この基準は国に守らせようと、多くの国で考えられているわけです。

しかしこのシーベルトによる被曝管理は、基本的には外部被曝に対してのみ有効なのです。身体の外か
ら飛んでくる、主に γ

ガンマ

線による放射線被曝の人体への影響を数値化するときにのみ、シーベルトは有効性
を持ちます。先ほども述べたように、基本的に熱量として 1 グラムの水の温度をどのくらい上げられるか、
その熱量に換算した力が人間に加わっていると考えて計測するわけですが、内部被曝はこの外からのγ線の
被曝を中心とした被曝の計量の仕方では危険性を計量できないのです。

これは非常に重要な点です。今日は公言してしまいますが、ECRR（European Committee on Radiation 
Risk ＝ヨーロッパ放射線リスク委員会）の計算式も、僕は間違っていると思います。なぜかというと内部
被曝によって人体が受けるダメージは、線量が同じでも、放射線を受ける場所によってぜんぜん違う結果を
もたらすからです。身体の中のどこに放射性物質が入って、どこの器官がどのように被曝で損傷したのかに
よってぜんぜん結果が違ってくる。ぜんぜん違うというのは、私たち人間が手にしている医療が、どこの部
位だったら手術ができるとかできないとか、そういうことまでをも含みます。被曝による現実的なリスクが
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場所によって大きく変わってくるわけです。
ところがベクレルとシーベルトの換算式というものがあって、何ベクレルだと何シーベルトに値するとい

う具合に、数値の置き換えが可能だとされているのです。ICRP（International Commission on Radiological 
Protection ＝国際放射線防護委員会）が作っている計算式ですが、これで計算するとシーベルトでの値が非
常に小さく出てきてしまいます。

つまり 1 キログラム当たり 10 万ベクレルぐらいのものを食べないと 1 ミリシーベルトなどになることな
どありえません。事故のあと 1 年間、私たちの国は 1 キログラムあたり 500 ベクレルまで政府によって許
容されてしまったわけですが、この場合でも、500 ベクレルを食べても 0.0065 ミリシーベルトにしかなら
ないのだとされてしまう。そのために多くの汚染された食材が、「危険性は非常に少ないので食べても大丈
夫」ということにされてしまったのです。

僕も多少の関わりがある生協で、一所懸命に食材の放射線値を測ってくれているところがあるのですけれ
ども、ある日この生協の発表を見てみたら、そこにこの換算式を載せてしまっているのですね。それで計算
したらますます「1 キログラムあたり 5 ベクレルとか 10 ベクレルのものなど、心配して食べないようにす
る必要などない」ということにされてしまうわけです。そうではなくてまずその計算式自体が誤りであるこ
と、そのように内部被曝は測ることはできないのだということを語っていって欲しい。その上で、やはり内
部被曝はできるだけ減らすのが理想だということを強調して欲しいのです。

東大のアイソトープ研究所の所長で、長年にわたってがんと格闘してきた児玉龍彦さんは、膀胱がんの場
合、膀胱における 10 ベクレルぐらいの被曝からも影響が出た例があると語っています。そのぐらいのレベ
ルでもう影響が出てきている。そうした実例をたくさん積み上げて、積極的に低線量内部被曝の危険性を主
張していくことが、僕は非常に大切だと思うのですね。
「関西医療問題研究会」の高松先生や、山本先生、入江先生たちが出している内部被曝に関する本があり

ます。『低線量・内部被曝の危険性─その医学的根拠─』というタイトルで、耕文社から出ていますが、
僕は素晴らしい本だと思っています。この中でも ECRR の考え方に対しての疑問符が出されていましたが、
それらの内容を積極的に語っていただきたいなと思います。

同時に今、入江先生たちが本当に熱を込めて、福島の子どもたちに甲状腺がんがアウトブレイクしている
ことを語ってくださっています。「ものすごく大量の放射線を浴びないと病気にならないなどと政府や原子
力村が語っていることは真っ赤な嘘だ」という主張につながる提言です。この測定所にはせっかく入江先生
が関わってくださっているのですから、この貴重な提言をぜひとも積極的に活用して欲しいです。

低線量の被曝の重なりの中で、実際にこれだけの甲状腺がんが発症しているのだということを説得力を持
って語り、だから少しの被曝でも避けるようにすることが大事なのだと、繰り返し、繰り返し、多くの方に
伝えていただきたい。そのことを測定に来た方に伝えていく場に、測定所を飛躍させていって欲しいと僕は
思います。

本当に全国にたくさんの市民測定所がありますけれども、中には ICRP 的な計算式で危険性を換算してい
るところもあります。この点は国際的な論争にもなっているところですから、手に負えないと考えていると
ころもあると思います。だけれども奈良の測定所は「関西医療問題研究会」と親しくしてきているのですか
ら、説得する材料もたくさんあると思うので、ぜひそこに踏み込んで下さい。
●市民放射能測定所にやっていってほしいこと、その２
　　　　　　　　〜食の安全全般を目指すセンターに〜
もうひとつは、総会資料中の「一年間やってきたこと」の中に、すでにこれから述べる領域がいっぱいあ

るのですが、ぜひ、食の安全全般を目指すセンターへと測定所を飛躍させていって欲しいですね。ここに紹
介されていた「自然農法の高島さん※との交流」など、とてもいいなあと思うのですが、こういう経験を測
定に来られた方と共有することが、僕はとても大切だと思うのです。

※高島佐和さん。奈良市北部にて「田原ナチュラルファーム」を経営、農薬を使わない自然農法を実践。奈良・市民放射能測定所
のスタッフ。２０１３ 年 １２ 月７日、トークイベント「ゆい（結）の世界〜高島佐和さんを囲んで」を測定所にて行いました。

最近、子どもたちを相手に行っている講演の内容についてお話ししたいと思います。スライドをお見せし
ますが、タイトルに「食べものと健康の話─何を食べてはいけないか─ゲキ太りする世界を考える」とつ

肥満と貧困についての講演活動から
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けています。福島や関東から子どもたちを招いた保養キャンプで話したことが出発点となったものです。
初めに「世界の主な国の肥満率」の話をするのですが、みなさんはこのことをご存知ですか？　子どもた

ちが相手なので、「世界の主な国」と言っていますが、OECD（Organization for Economic Cooperation and 
Development ＝経済協力開発機構）加盟国のことです。

2012 年の統計で、世界で一番太っていた国がどこだかわかりますか？　肥満の人が多い国。答えはわり
と簡単だと思うのですが……。そうです、アメリカです。

ところが、今やアメリカは 2 位になりました。1 位はどこでしょう。
「インド」。
違います。ヒントは TPP です。

「メキシコ」。
ピンポーン、正解です。
なぜかというと、ヒントは TPP と言いましたが、TPP のような条約で一番最初にできたのは、NAFTA

（North American Free Trade Agreement ＝北米自由貿易協定）です。1994 年にカナダとアメリカとメキシ
コで結ばれた自由貿易協定です。

その結果どういうことが起こったのかというと、アメリカの安い農産物が洪水のようにメキシコに入って
きて、メキシコの小さな農家が軒並み潰れていきました。その農家が潰れていった地域に、アメリカのジャ
ンクフードが大々的に押し寄せていったのです。恐ろしいことに貧困と肥満がセットで押し寄せたのです
ね。その典型がメキシコになってしまったのです。

もう一度 OECD をみると、平均で国民のうち 16% が危険な肥満領域にあります。アメリカは 34%。
逆に、OECD の中で一番スリムな国はどこなのかというと、実は日本なのです。二番が韓国です。
この要因をどうとらえるのかについては、いろいろな分析が必要です。日本では肥満としては表現されな

い他の問題もあることを押さえていかなくてはならないのですけれども、それでもざっくり言うと、やはり
海産物とか、穀物や野菜を主体にしている日本の食べ方のほうが体にいいと言えるのではないかと僕は思っ
ています。ところがそのいい食事もどんどん崩れていきつつあるのが今の状況です。

アメリカに話を戻すと、アメリカは肥満の人だけではなくて、肥満予備軍に分類される人を加えると、も
う 7 割くらいの人が健康な状態にないことが分かっています。しかも貧困な人のほうが肥満率が高くて、
アメリカ黒人女性は今、肥満率 5 です。さらに 3 が肥満予備軍です。健康な身体を維持できている人は 2
割しかいないのです。どんどん太ってしまって、命の危険にすらさらされているような状態です。

WHO の 2013 年の世界各国の肥満に関する発表を見ると、1 位アメリカ、2 位メキシコに続いてシリア、
ベネズエラ、トリニダード・トバゴ、イラク、トルコ、チリなどが続いています。OECD 加盟国でない国が
たくさん出てきます。それでもアメリカとメキシコは飛びぬけていて、世界の 1 位と 2 位にあります。

OECD で 3 番目に太っているイギリスは（OECD 非加盟国を含めた統計では）やっと 19 位で出てきますね。
全体としてより貧しい国のほうがどんどん肥満率が上がっている。今や肥満は金持ちになるとなるものな

のではないのですよ。むしろ、金持ちになればお金をかけてダイエットをしたり、より身体に良いものを食
べるとかして、むしろ肥満率が下がっていく傾向にあります。

子どもたちに見せている怖い写真をお見せします。病的に太ってしまった人たちの写真です。極度に肥満
して自力で移動できなくなり、小さなカートのようなものに乗っている男性の写真などがありますが、実は
これでもまだ、穏やかな写真を持ってきているのですよ。正視に耐えない写真もいっぱいあります。

当然これだけ太っていると心臓に大きな負担がかかりますから、アメリカでは心臓病で倒れる人が激増し
ています。心臓病で倒れた人のところに、救急車が来る。そうすると救急隊員がその場で唖然とする。なぜ
かと言うと建物から出せないのです。体重がどのくらいあるのかというと 450 キロもあったなどというこ
とがあった。

最近では救急隊もだんだん学習を深めてきていて、どうもかなりの肥満の人が倒れたらしいというとき
は、救急車の後ろからクレーン車がついていくのだそうです。アメリカの家は構造が簡単なものが多いの
で、上から屋根を取って、ベッドごと吊り出して病院に運んだのだそうです。そんなことが増えています。

今、世界的に、売られている食べ物が非常に悪くなっています。「食べ物が悪い」と聞くと、添加物など、

食べ物産業のありかた
　〜こういうふうなことと僕らは闘っていかなくてはならない〜
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化学物質のことを考えると思うのですね。もちろんその面もあります。化学物質が非常に悪い影響を与えて
いることは間違いないのですが、もっと単純に、白砂糖を多くすることで身体に悪くなっている例が多いで
す。

砂糖は食べ物をおいしくする魔法の粉です。しかし、砂糖、とくに精製された白砂糖がたくさん入ったも
のが増えることによって、人間の満腹中枢を壊してしまって、どんどん際限なく人々がものを食べる方向
に、食べ物産業が人々をリードしている現実があるのです。

子どもたちには、具体的に「こういうものは食べないようにしよう」と話をするのですが、そのとき一番
に挙げるのはコーラですね。スライドで、コーラの瓶の横に、そこに入っている分量の角砂糖が積みあげて
ある写真を見せるのですが、本当にギョッとするぐらい入っています。

500 ミリリットルの瓶で 16 個ぐらい。65 グラムぐらいになります。僕は広島県の三
み

次
よし

市で２回講演し
たのですけれど、１回目の講演の話を聞いて、コーラを飲むのを止めたという方が２回目に来てくださいま
した。その方は体重が 116 キロだったそうです。２回目の講演に来てくださったときは 96 キロになって
いた。20 キロ減だったのです。

話を聞いたら、以前は毎日、500 ミリのものか、1 リットルのものか分かりませんが、とにかくコーラを
5 本飲んでいたそうです。で、それをぴったりやめて、わずか 4 カ月で 20 キロ落としたというのです。そ
れだけでですよ。

逆に言うと、コーラをどんどん売ることが、どれだけ罪なことかが分かります。明らかに人間の身体を悪
くするものを、どんどん売っているのですよね。

次に子どもたちに行ってはいけないというのはマクドナルドです。子どもにはこの話が一番分かりやす
い。あと、「ヤマザキパンを食べるな」とも言ってます。

スライドで「マクドナルドの恐ろしさ」を幾つかにまとめてあるのですけれども、マクドナルドはいかに
人にものをより多く食べさせるかということを研究してきた会社なのです。

アメリカはご存知のようにクリスチャンの方が多い国ですよね。キリスト教には「七つの大罪」、犯して
はならない罪があるそうで、その 4 番目が実は大食いなのです。大食いを恥とする文化の社会の中で、マ
クドナルドは人々にどうすればよりたくさんの製品を食べさせることができるのかを研究した。

この研究は、「マックフライポテト」で行われたそうです。研究の仕方はわりとシンプルでした。マック
フライポテトを食べている人を遠くから双眼鏡で観察するのです。そうすると、食べ終わったあとに多くの
人が箱の中に手を突っ込んで塩を舐めているのだそうです。
「要するに連中はまだ食べたいんだ。食べたいのにどうして食べないんだ？」とマクドナルドは考えた。

出した結論は、「大食いが恥だから 2 個買えない」ということでした。2 個買えないのだったらどうするか。
答えはポテトの入れもののサイズを大きくすることでした。

単純なのです。その後、同じ発想が他の商品にも適用された。コーラもハンバーガーも大きくなって、ハ
ンバーガーは、「ビッグマック」とか「メガマック」になっていった。あとはセット販売です。一つのセッ
トで値段的にもお得感を出して、よりたくさん食べさせる。

ちなみに、ハンバーガー、ポテト、コーラの三つの中で一番もうかるのはどれだかわかりますか？　答え
はコーラです。原液はほとんどただに近いからです。それをどんどん飲ませる。今は１リットルサイズのカ
ップがあるそうですが、それに合わせてアメリカの車の缶ホルダーが変わってるらしいです。バケツみたい
なものを運転席の横においてガブガブ飲む。角砂糖が 30 個以上も入ったバケツです。

ブッシュ・ジュニア元大統領も、会見や晩餐会のときに、コーラを飲んでいたそうですね。完全にそうい
う生活スタイルにはまっているのでしょうが、ともあれマクドナルドにしろ、コーラ会社にしろ、自社製品
が明らかに身体に悪いことが分かっていながら、どんどん売っているわけですね。

そういう産業が世界の中で大きくなっています。今、世界の国々の中でも一番狙われているのが中国とイ
ンドだと言われています。このままでは間違いなくこれから中国とインドの方たちは激太りしていきます。
中国ではもう始まってもいます。中国が経済的に豊かになったからではありません。ひどい食べ物を平気で
売る産業がどんどん進出していく中で、そういうことが起こっているのです。だから、僕らは、このような
ひどい食べ物の流布と闘っていかなくてはいけない。

放射能のことで一所懸命に頑張って、汚染物を除去しても、極端な肥満が嵩じれば、放射線被曝がなくて
も命が縮んでしまいますよ。そのような最終的には人の命を奪うようなものを平気で売っている産業が野放
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しになっているのが、私たちの世界のありかたなのです。だから、この状況と本気になって闘っていくこと
が問われています。

マクドナルドのキャラクターに「ドナルド」というピエロがいますね。アメリカでは「ロナルド」なのか
な？　それはともあれ、アメリカではようやくマクドナルドへの規制が始まって、このドナルドに引退勧告
が出されています。

とくに学校からの排除が進められている。最近ニューヨークから来た友人に聞いたら、もうニューヨーク
ではマクドナルドは姿を消しているらしいですね。ではどこに行くのかというと、世界各国にどんどん進出
しているのです。ニューヨークから消えたものがそれこそ北京とかに入っていっているのです。

もちろんマクドナルドハンバーガーは、使っている肉自体も悪いことが指摘されています。添加物も非常
に多い。マックフライポテトは 16 種類もの添加物を使っているそうです。ジャンキーな味覚を刺激する味
わいになっているのでしょうね。こういうこと全般と対決して、食べ物の安全を守りましょう。

食べ物の安全というと、すぐにマクロビオティックなどに目が行きやすいですよね。マクロビはマクロビ
で一つの優秀な体系を持っていて、学ぶべきことはたくさんあると思いますが、もう一つ、食べ物のことに
踏み込んだときに、食べ物産業のありかたに関する視点を持たないと見えてこないことがあります。

例えばマクドナルドのことで説明してきたような商品戦略などもその一つです。その中には大脳がいかに
刺激されるのかの研究の応用などもあります。どういうことかというと、食品産業がイメージカラー戦略を
持っているのです。マクドナルドで言えば、赤と黄のシンボルカラーにしていて、それを子どもに刷り込ん
でいるのだそうです。そうすると子どもは、マクドナルドと発音できる前からマクドナルドを憶えるのだそ
うです。

実は今、OECD の国々などの中で、子どもが一家の購買を決めるのにすごく大きな力を持っていると言わ
れています。車のディーラーなども、実は子どもを狙っているのですよ。子どもにこの車を欲しいと言わせ
ることによって、一家の購入する車が決まるという傾向が強くなっているからだそうです。

そのために子どもの脳に、いかに商品のイメージを刷り込むのかという研究が、脳科学などを応用して行
われている。そういう産業的なありかたをも見据えつつ、どうやって私たちが私たちの身体、子どもの身体
を守っていくのかということが非常に重要になってきています。

ちなみにこの領域は、学問の分野でもまだほとんどカバーされていない。私たちが自力で学んで切り開い
ていかなくてはいけない領域です。

先ほど、子どもに「ヤマザキパンは食べるな」ということをお話ししましたが、だいたいこれで会場は大
騒ぎになるのですよ。多くの子どもたちが食べた経験があるからなのです。

僕は「一番食べてはいけないのはランチパックだよ」と言ってます。一番の売れ筋商品ですが、今日来た
みなさんも食べていますか？　ぜひ商品を手に取って添加物の項目を見て下さい。非常にたくさんのものが
入っていることがわかります。

そのランチパックの中でもこれだけは止めようと言っているのがタマゴのランチパックです。コンビニに
行って見てください。およそタマゴの入ってる商品は、冷えたところに置かれていますよね。常温の棚にタ
マゴの入った製品が置かれているのはランチパックだけです。なんで常温の場所に置けるのかというと、当
然にも防腐剤がいっぱい入ってるからですよね。

琵琶湖のキャンプで子どもにこうした防腐剤の話をしたら、実験してくれた子がいました。なんと半年以
上たってもマクドナルドのハンバーガーが腐らなかったそうです。恐ろしいですね。そんなものを平気でど
んどん食べて、身体にいいはずがないですよね。

添加物の例では、ヤマザキの「ハムマヨネーズパン」というものの添加物をあげています。とにかくたく
さんの種類の添加物が使われています。子どもたちにはとにかく全部読もうと教えています。内容が分から
なくてもよいから読もうと。それで添加物がたくさん入ってるものは買わないほうがいいよと話していま
す。

これは第一段階です。業者の側でもこういう知識に対抗して、添加物のすべてを書かないで済む方式をと
っているところもあります。たとえば醤油が使われていると書くと、その醤油の中に何が入っているかは書
かなくてよくなってしまうのです。だから必ずしも添加物の表示が少なかったら安全だということにはなら
ないのですが、それでも添加物が多いものは避けた方がいいのは確実なので、そういうことを話していま
す。
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僕はそういう話を福島から来る子どもたちに熱心に話しています。なぜかというと、子どもが自分の身を
自分で守れる一番やりやすい方法だと思うからです。白砂糖を避ける。マクドナルドに行かない。ヤマザキ
のパンを避ける。こういうことは子どもにもできるし、効果が高いわけです。

これに対して例えば小学校低学年の子どもが放射能の入ってないものを市場に行って探して買ってきて食
べるというのはあまりに難しい。だから食べ物のリスク全体を下げることを通じて、全体として身体を守っ
て欲しいと思うのですが、僕はぜひともこのような情報発信を、どんどんする場に測定所が発展していって
欲しいと思うのです。

こちらの方が話としても入りやすいです。食べ物の安全性全体の話をしながら、そこに放射能の話も入れ
ていくと、僕の経験では、放射能への関心が薄い人にも、内容を聞いてもらえます。

なぜかというと、食べ物全般に関する不信は、特に子育て世代の女性たちの中ですごく高まっているから
です。それ自体は良いことですよね。そのため、食べ物の安全に関する幅広い話をしながら、放射能の問題
も話していくと、入りやすいし、話しやすいです。そうした点も押さえて、ぜひ食べ物の安全性を全体とし
て考え、人々の身体と命を守る内容をどんどん発信していく場所になっていって欲しいです。
●市民放射能測定所にやっていってほしいこと、その３
　　　　　　　　　　〜科学的知識を身につける場に〜

三つ目に市民自らが科学をする場として、測定所を確立していって欲しいですね。その中で放射能を「見
える化」していって欲しい。とくに、ぜひ、多くの方に、放射線測定では、「インチキ」がいくらでもでき
るのだということをしっかりと教えてあげてください。

僕が忘れられない経験なのですが、京都で保育園給食の安全性を守ろうということで、頑張っているお母
さんたちと一緒になって、京都大学の技官だった方を訪ね、保育園の給食を測定してもらったことがありま
した。そうしたらその方がにやにやしながら「それでどうしたいの？　出したいの、出したくないの？」っ
ておっしゃるのですよ（笑）。「えっ、どういう意味ですか」と聞くと、要するに「測定の仕方によって放射
能を検出することもできるし検出しないこともできるのだよ、測定というのはそもそもそういうもんなんだ
よ」とおっしゃる。

測定している方はご存知ですが、チェルノブイリ原発事故の影響や、大気中の核実験などを含めれば、地
球上のどこでも徹底して測定を行えば、なにがしかの放射能が出てきてしまうのが現状なのです。だから徹
底して測定して、「放射能が出た、危ない」と人に思わせたいならそのような測定ができるし、反対に「そ
んなに危なくない、安全だよ」と思わせたいのだったら、そういう測定もできるというのが、実際の測定の
現実なわけです。

これは測定する時の時間をどれぐらいにするのか、検体の量をどれぐらいにするのか、検出限界をどれぐ
らいにするのかなどに左右されることです。また測定するときの温度や検体の水分の含有量の違いなどで
も、数値は大きく変わってきます。他にも機械への自然界からの放射線の遮断をどれだけ行っているかな
ど、さまざまな要因が測定に影響します。

だから、測定に関するそういう知識をきちんと教えて、行政が安全だと言いたいがために行っている検出
限界の高い測定だとか、あるいはすごく短い時間での測定、それこそホールボディカウンターにちょっと座
っただけで、「はい大丈夫です」とかいうものに、騙されないようになってもらうことが大切なのです。

その点で、放射線測定とは何かということを体験しながら、基礎的な科学的知識を身につける場として測
定所を設定していくことが非常に大事だと思うのです。「数値が出ました」で終わらせずに、その数値はど
のような条件下で出てきたものなのか、その場合、時間を延ばすとどうなるのかなどということを、ぜひわ
かりやすく教えてあげてください。

特に科学の深い知識のある方は、往々にしてその知識が市民の方への説明に邪魔になってしまうことがあ
りますので、いかに科学の深い知識を、生活的な言葉に翻訳し、相手にわかりやすく伝えるかという点に心
を砕いてみてください。そこは市民が科学を取り戻していくうえで、とても大事なポイントだと思います。

奥森さん※などは、きっと説明が上手だと思うのですが、科学の深い知識を持たれている方の中には、質
問すればするだけ、より答えが分からなくなっていくという傾向がある方もあります（笑）。僕も最初、ず
いぶん苦労しました。科学者で喜んで協力してくれる方は多いのですけれども、例えば「セシウム」とか言

放射能を測るとはどういうことなのかを知り、科学を自らの手に取り戻す



- 12 -

ってくれない。ぜんぶアルファベットで言う。あとは、何十万ベクレルとか言ってくれない。ぜんぶ 10 の
何乗とか言う。13 乗とか 15 乗とか、それが皮膚感覚のようになっているのですが、こっちはぜんぜんそ
の感覚がわからないのですね。

※奥森祥陽氏。京都・市民放射能測定所代表。

だからかえって市民感覚を持っている人がそばにいて、どうすればより人に理解してもらえるかを一緒に
なって考えていくと良いと思うし、そういう会話の中で思わぬ発見をすることもあります。僕も矢ヶ崎さん※

との対話の中で結構、大きなことを発見したのですが、そういうことを重ねながら、市民が科学的知識を身
に付けていこうとする過程そのものが、私たちが政府や御用学者から私たちの手に科学を取り戻していく過
程になると思うのです。ぜひその実践的な場として測定所を育てて下さい。

※矢ヶ崎克馬氏。理学博士、琉球大学名誉教授。守田さんとの共著「内部被曝」（岩波ブックレット、２０１２ 年）。

以上三つ言いました。
ひとつは、もっと低線量被曝の危険性そのものをきっちりと出していく場に測定所が発展していくこと。
もう一つは、食べ物全体の安全性、健康全体を考える場に測定所が発展していくこと。
三つ目は、科学をみんなで取り戻し、放射線とは何かを学んでいく場として測定所が発展していくことで

す。
この三つのうちでウェイトとしては特に 2 番目を厚くするとより多くの拡がりができると思います。多

くの方々が、今、感じている食べ物への不信感、何を子どもに食べさせたらいいのだろう、どうしたらわが
子をアトピーの苦しみから救うことができるんだろう、そういうことで悩み、苦しんでいる方もたくさんい
ますから、この領域は間口がすごく広いのです。その中で、放射線の危険性のことをきちんと入れていけ
ば、今はまだ対象にならないような方たちを仲間にしていくことが可能だし、僕はそこに新たな発展の道が
あるのではないかなと思うのです。

以上、そんなことをみなさんに提案したいと思います。

Ⅲ . ベラルーシ、ドイツ、トルコの旅から

続いて、ベラルーシ、ドイツ、トルコ訪問の旅の報告をさせていただきたいと思います。
今回の旅の前半は、ドイツで行われた「国際医師協議会」を中心としたイベントへの参加が目的でした。

どういうものなのかというと、ドイツと日本とベラルーシの医師たちが集まり、チェルノブイリやフクシマ
において放射線障害はどのように発生しているのか、またそれに対してどのような治療が有効なのかという
ことをメインテーマとした協議会を行うという企画でした。

そのため、まずはドイツや日本の医師がベラルーシを訪問し、首都のミンスクとチェルノブイリのすぐ北
にあるゴメリという町に行ってきました。

みなさん、だいたいの位置関係はわかりますかね？
ヨーロッパの東側にロシアがありますね。そ

の西側にポーランドや東欧の国々があります。
さらに西にドイツがあります。ドイツの側から
東に進んで、ロシアに向かう間にあるのがベラ
ルーシです。そのベラルーシを南に下ると国境
線を経てすぐのところにチェルノブイリ原発が
あり、ウクライナになります。この国の一番南
はクリミア半島。今、ロシアに占領されていて、
ホットなところですよね。そして黒海があり、
対岸にトルコがあります。

僕は今回、日本が輸出しようとしている原発
の建設予定地とされているシノップという町に
行ったのですが、そこはちょうど黒海を経て、

ベラルーシの地理的位置関係
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クリミアの反対側に位置しています。
僕はベラルーシとトルコに行ってきたので、ウクライナ周辺を旅してきたとも言えます。僕が向こうにい

る間に、ロシア軍がクリミア半島への介入をはじめ、ウクライナ軍と戦闘が始まるのではないかという緊張
が続いていました。

トルコは黒海の南側にありますが、ずっと南に下ると今度は地中海が出てきます。西側にはエーゲ海、こ
の付近がヨーロッパとアジアの境とされているわけです。

東側はシリアやイラク、イランなどとも面している。そのシリアではこのところ政府軍と反政府軍が戦闘
を行っていますが、僕が帰ってきた翌日に、トルコ軍機がシリア軍機を撃ち落とすという事態が発生しまし
た。トルコの F16 が、シリア政府軍機を撃ち落としたわけです。トルコは反政府側を支援していて、シリ
ア軍機が領空侵犯をしたので撃墜したと説明していますが、シリア政府側は、シリア領内に入り込んだトル
コ軍機に落とされたと主張している。ともあれこの地域に軍事的緊張関係が入り乱れていることが分かりま
す。

そのようなさまざまな緊張関係がある中で、僕らはベラルーシに行ってきました。

（会場におられる入江紀夫医師に）ちなみに、入江先生。ベラルーシにご一緒しましたが、この国の印象
をどんなふうに考えておられますか？　ベラルーシという国とは一体何だったのでしょうか。
入江Dr　一番印象があったのは、地下鉄に乗った瞬間に鉄粉の臭いがしたことですね。僕はアレルギー

だから、いっぺんに目と鼻とすごいことになってしまって。それと向こうの病院が、ものすごく立派なので
すけれども、どこか福島医大を想像するようなものすごいのが荒野の中にどーんと建っているわけですね。
そこの医者たちは公務員だと思うのですけれど、非常に口が固かったのが印象的でした。
守田　あの地下鉄ですね。けっこう電車が古かったからですかね、鉄粉の臭いがしたのは。
入江Dr　強烈でした。
守田　本当に強烈でしたね。地下鉄には近くに食事をするために乗ったり、病院見学のための移動で乗り

ました。今回の企画の中心を担った核戦争防止国際医師会議（IPPNW）ドイツ支部の方たちが一緒でした。
次に街の写真をお見せします。みなさんどう思いますか？　とてもきれいなのですよ。とにかくやたらき

れいなのですが、なんとも言えないのは、あまりにも統制されている感じがすることです。どこの町にでも
あるような雑然としたものがぜんぜんない。美観が統一されている街でした。

翌日のミンスクで行われた、IBB ※という組織のホテルで集まった会議の風景をお見せします。
※ドイツ語（Internationales Bildungs- und Begegnungswerk）の頭文字だが日本語に的確に対応する言葉がない。英語では

Association for International Education and Exchange「国際的な協力と教育の場」となる。ヨーロッパ・アクション・ウィーク
の企画母団体。「核のない世の中、平和な世の中を求めて、1970 年代に学生たち 6 人が集まって立ち上げ、大きくなってきた
組織」←守田さんブログより。

日本人の参加は、高松先生、入江先生、山本先生、山本さんのお連れ合いの由子さん、東京から来たおし
どりマコさんケンさん。『週刊 MDS』の記者の豊田さん。そして僕でした。

ここでいろいろ話されたことはまだよく消化できていないのですが、入江先生がさっき言われていたよう
にベラルーシの医師たちの口は確かにすごく固かったですね。基本的な見解は ICRP の医師たちが言ってる
ことと同じでした。小児甲状腺がんだけは原発事故の被害として特定されているけれども、事故の収束作業
にあたったいわゆる「リクビダートル」の人たちも、一般の人々と比べて健康上にそれほどの差はないと言
うのです。小児白血病は明らかに多くて、病棟に対する手当などはすごくきちんとされている印象を受ける
のだけども、放射能との因果関係は明確になっていないという答えばかりが返ってくるのです。

ベラルーシの病院の医師たちのことを先にお話ししましたが、病院見学はミンスクでの会議の翌日に行わ
れました。参加者一行と研究施設や病院を訪問したのです。

初めに訪れたのは、街の中にある放射線の研究施設です。「ベルラド研究所」という名前で、いろいろと
説明を受けました。ここの施設は、放射性のセシウムの体内からの排出を促進するといわれているペクチン
を作って、商品化しているとも言っていました。

ベラルーシの街の姿から

ミンスクの病院と、孤児院
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有名な研究所だそうで、いろいろな日本人も訪れている様子がありました。訪問者がおいていった著書が
並べてあることから分かりました。

部屋の中にはホールボディカウンターが置いてあって、座ってすぐに計測できるのですが、正直なとこ
ろ、計測体制がかなりいい加減に思えました。ホールボディカウンターの計測では、自然界からの放射線の
影響をカットするために、鉛などによる遮蔽板の設置が必要なのですが、何の遮蔽もしていない。椅子に座
ってほんの１分くらい経つともうそれで計測されたというのです。これではかなり高い値のセシウムが体内
にないと、不検出にされてしまいます。

続いて病院を訪れました。小児白血病の子どもたちなどのための施設です。凄かったです。こどもに対す
る愛が行き届いているのですね。今回同行させていただいた「関西医療問題研究会」の方たちは小児科の医
師が多いので、「うらやましいなあ」「子どもに対してここまでやっているのだなあ」とひたすら感心してお
られました。

病院の中を、ぐるっと一回りしました。いろいろな研究室を訪れ、さらに患児がいる部屋も見せてくれま
した。隔離病室なのですがガラス張りになっていて外からも中からも見えるのです。何度か子どもたちと手
を振りあいました。みんな白血病と闘病中の子どもたちで、頭の毛が抜けている子が多かったです。病にな
ったのは不幸ですが、しかししっかりとした設備で看護されているのが分かりました。かなりお金が投入さ
れているのだと思いますが、国家予算の他、ヨーロッパの国々からの支援が手厚く行われており、この体制
が維持されていると聞きました。

びっくりしたことに、病院の周りの敷地内に家がたくさん建っているのです。何なのかと言うと、小児白
血病になった子どもと付き添いの親が、地方の村から出てきて、ここに一緒に住めるのです。住みながら１
カ月間とか長い時間をかけて診察を受けて、手術をするとか長期入院をするとか治療方針を決めていくのだ
そうです。その経費がすべて無料なのですよ。無償提供されているのです。

実際に病院を出て、家々が立ち並ぶ場にも行きました。瀟洒な、素敵な家が立ち並んでいました。日本の
感覚では割と大きな家に、一つか二つの家族が入ると言ってました。

その家並の中を歩いていたら、小さな子どもたちが駆け寄ってくるのですね。その子どもたちは病気の子
どもたちではなくて、実はこの家々の中に孤児院もあり、そこの子どもたちなのだそうです。孤児たちを集
め、仮のお母さんをおいて、そこで育てられている。

子どもたちは少しだけれど英語を話すのですよ。「カモーン、フレンズ」とか言って寄ってくるのです。
その子たちに引っ張られていって家の中も見学させてもらいました。

高松先生たちと次のように話しました。「この現実はどうとらえたらいいのでしょうかね。すごく社会主
義的ですね。ぜんぶ無料保証されていて」などなどと。

ところが非常に印象に残ったのは、孤児たちの家に行ったときに、通訳（ロシア語―英語）のベラルーシ
人の女性がなんだか暗い顔をしてるのです。何故なのかと思って家を出てから聞いてみました。そうしたら
次のように言うのです。
「あの子たち、みんな可愛いでしょう？　でもあの子たちはここを出たら必ず刑務所に行ってしまうので

す」と。「どうしてですか？」と聞いたら「あの子たちは間違いなくドラッグ中毒かアルコール依存症には
まります。それがあの子たちの運命なのです」と言うのです。なぜなのかというと、ひとつはここにいる子
どもたちの家族自身が、アルコールやドラックに侵されてしまい、DV などで崩壊してしまっているという
ことです。そのために親と一緒に住めなくなって、引き取られてきている子どもが多いのだそうです。そう
いう子どもたちは高い確率で、自らもアルコールやドラックにはまってしまいやすいのだそうです。

でもそれだけではなくて、そもそもベラルーシにはドラッグが蔓延しているのだといいます。子どもが
12 歳ぐらいになると麻薬売りが近づいてくるのだそうです。通訳の女性も、「近づいてくるドラッグを拒絶
しながら育ってきた」と語っていました。それがベラルーシの社会なのです。

だからせっかくここで温かく育てられても、多くの子どもたちが社会に出て行くと、ドラッグ中毒やアル
コール依存症になって、二十代で何か事件を起こし、刑務所に入ってしまうのだと言うのです。

こういう話を聞くと、僕も周りの方たちも、ベラルーシという国をどうとらえたらいいのか分からなくな
ってきました。

ベラルーシという国の姿
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一方で小児白血病は明らかに多いのです。しかしそれが原発のせいだとは言わない。言わないけれどもか
なりの国家予算を投じて、なおかつ外国からの大きな援助があって、少なくとも一緒に行った小児科のドク
ターたちが、「これはかなりしっかりやっているなあ」と思うような医療体制がある。

しかし世の中にはドラッグやアルコールが蔓延していて若者が中毒や依存症になりやすい。わずか数日の
訪問ですから、社会の一部を見たに過ぎないとは思うのですが、しかしそれでも混沌としたベラルーシの姿
を垣間見たのではないかと思いました。

ミンスクの町は確かにとてもきれいです。しかしやはり非常に統制されているのですね。この統制された
美しさの背後に、さまざまな中毒などがありながら、それが表に見えないようにされているのかと思うと、
何とも言えないものがありました。

ちなみにベラルーシは、西欧諸国から独裁国家だと言われている国です。アメリカのブッシュ・ジュニア
元大統領など、一時期、「独裁国家ベラルーシを打倒せよ」などと言っていたそうです。

ベラルーシの社会はどうなっているのか。僕が感じたのは、社会主義の崩壊過程で privatization ＝私有
化がどんどん進んでいる激しい過程の中にあるということです。

どういうことが起こっているのかというと、今まで社会主義体制のもとで公共財産であったものの奪い合
い、もぎ取り合戦が激しく行われているのです。誰がそれを奪っているのかというと、旧社会の政府高官、
もともと公共財産を官僚的特権で牛耳っていた人たちです。

ロシアも同じと言うか、典型的なことが起こっていますよね。例えば今、大統領を担っているプーチンは
元はソ連秘密警察の K

カーゲーべー

GB 幹部でした。革命で倒されたはずの、旧社会の一番悪い部分にいた人物です。そ
れが今も実権を握っています。

ベラルーシで、これは象徴的だなと思ったのは、ミンスクで泊まった宿泊施設の周りの住宅街でした。ち
ょうど高層マンションが次々と建設されている過程だったのですが、そのビルのオーナーは誰なのかという
と、なんとモスクワ市長夫人なのだそうです。ミンスクの郊外に建っている高層マンションの所有者がで
す。このことにも、ロシア資本がどんどんベラルーシに投下されていて、もともとの公用地の上に、新しく
作られている建造物が私物化されている現実が分かります。

そういう状況の中でベラルーシでは経済格差が開き、貧困が蔓延しているわけです。社会に対する絶望感
の中で、若者の中にドラッグ中毒やアルコール依存症が蔓延してしまっている。そういう大変な状況にある
ことが見えてきました。

ベラルーシはロシアによるクリミア併合に対しても、すぐに支持声明を出しています。完全にロシアに牛
耳られてしまっているのだと思うのですね。もちろん、ベラルーシ政府高官自身も積極的にそのように動い
ているのだと思います。例えば、自動車などはロシアのものしか買えないそうです。正確にいうと、ベンツ
やフォルクスワーゲンなど、ドイツ製の車も買えないわけではないのですが、購買に税金が 100% もつい
てしまう。つまり、200 万円の車を買おうとしたら 400 万円も支払わせられるのです。そうやって明らか
にヨーロッパの製品を排除して、ロシアのものを買わせるように仕向けられています。そのような社会のあ
りかたがあって、その中で国立の病院の医師たちが、自由にものを言おうとしないのは、それはある意味、
当然だろうなという気がしました。

ロシア自身は、核兵器をずっと保有している国だし、過去にたくさんの核実験もしてきました。チェルノ
ブイリ原発事故にももともとの責任がある。当然、放射能の害についていろいろと言われたくないわけで
す。それで放射能の問題に強い圧力をかけてきたのだと思います。

実際には、先ほども述べたように、白血病の子どもたちが多いのです。だからお金をかけて治療はしてい
る。しているのだけれども、それを放射能のせいだとは言わないという状況がある。その根拠が見えてきま
した。

翌日になって南のゴメリに行くことになりました。ゴメリはチェルノブイリ原発とウクライナとの国境線
のすぐ北の街で、原発事故で最も激しく汚染されたところです。ミンスクからバスで４時間の旅でした。

車内でドイツからベラルーシに足しげく通ってきた、IPPNW ドイツ支部の、ドローテ・シーデンドップ
さんが、ベラルーシの国についての解説をしてくださったのですが、その中にショッキングなお話がありま
した。

苦しみの歴史の中にいるベラルーシ
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実はベラルーシは、ナチスドイツがソ連に攻め込んでいったときの一番の主戦場になったところなのだそ
うです。ナチスドイツは 1941 年の６月に独ソ不可侵条約を破ってソ連に攻め込みました。「バルバロッサ
作戦」というのですけれども、北方軍と中央軍と南方軍とに分かれて進撃したのです。北方軍はレニングラ
ードを目指し、ポーランドから入って今のバルト三国あたりを通過して当時のレニングラードを目指しまし
た。

一番、勢力が大きかったのは中央軍で、ベラルーシを通過し、東側にある首都のモスクワを攻略しようと
した。さらに南方軍が行ったのが当時のソ連の穀倉地帯であったウクライナの占領だったのです。数年にわ
たる占領が行われました。

それに対して一番激しい抵抗をしたのがキエフの街だったそうです。今のウクライナの首都ですね。キエ
フの攻防戦やミンスクの攻防戦は激しかった。ヒトラーは途中でキエフを落とすために中央軍の力をキエフ
に持っていきました。それで占領が実現したのですが、ここで部隊がキエフに釘付けになっている間に侵攻
軍全体が冬将軍にも襲われて、結局はモスクワまで行けなかったのです。

だからモスクワの盾になる形で、ベラルーシとウクライナはナチスにめちゃめちゃにされたのです。僕は
その事情を知らずにベラルーシを訪問したので驚きました。知らなかったことを申し訳なく思いました。

この地域ではロシア赤軍の兵士もすごくたくさん死んでいますが、ドイツ軍は占領した地域で徹底して略
奪を行ったし、さらに撤退するときには焦土作戦といって、地域一帯を全部燃やしてしまった。ゴメリもほ
とんど建物が残らなかったそうです。

そのゴメリが後年、チェルノブイリ原発事故で膨大な放射能を浴びたわけですが、事故当時は舗装された
道路がなく、巻き上げられる土や埃とともに放射能が移動していったそうです。そこで旧ソ連政府が道路の
舗化工事を行った。この危険な仕事に、リクビダートルだった人々や地域の人々がたくさん動員されたそう
ですが、工事で道路を掘り返すといくらでもナチスのヘルメットだとか人骨とかが出てきたそうです。その
ような痛ましい歴史を持っているのがゴメリでありミンスクなのです。

本当にショックを受けました。それだけひどいナチスの侵略でモスクワの盾になり、ボロボロになってし
まった。そこから戦後 40 年、1986 年までやっとのことでもう一度復興して、自然に囲まれた豊かな町々
を取り戻したベラルーシとウクライナが、チェルノブイリ原発事故で最も汚染されてしまったのです。両国
の汚染比率は、だいたい７対３くらいで、ベラルーシの方が被害がひどい。しかしウクライナも相当ひどく
やられている。

そうやってチェルノブイリ原発事故でめちゃめちゃに傷ついて、その後に社会主義ソ連邦の崩壊で、もの
すごい混沌の中に落とされてしまった。今も公共財産のもぎ取り合戦の最中です。もう連続的に、次から次
へと、ベラルーシとウクライナは、苦しみ続けてきたのだということが分かりました。

今、ウクライナではロシアを離れて、EU の側につこうとする人々が、腐敗していた前政権を倒し、新し
い政権を打ち立てました。それに対してロシアがそれを許さないという形でクリミアを併合しようとしてい
る状態にあります。もちろん僕はロシア軍の行ったことは絶対に間違いで、クリミアを自由にすべきだとは
思いますが、ウクライナの住民の中に、ロシアを支持する人々がいるのも事実です。またウクライナの現政
権を支持する人々の中には、極端な右翼排外主義の人々もいるようです。

それらを考えると悪いのはロシアだけだとは言えません。今、世界の中で起こっていることは、どこの国
が悪いとかいうことよりも、一部の大金持ちたちがあらゆる公共財を privatization の名のもとにどんどん
私有化して、社会を歪めていることだと思います。それが社会矛盾を強め、人々の対立を作り出してもい
る。

ご存知のようにベラルーシとウクライナは、原発事故以降、人口が減っている状態にあります。間違いな
く放射能の被害があるのです。しかしそれとだけ向き合っていられない状況に二つの国が置かれているのだ
ということがとてもよく見えました。

ではなぜそのような状態の国を訪ねたのか。そのことを僕はドイツの方たちといろいろと話しました。ベ
ラルーシにドイツの方たちと一緒に行ったことが非常に感慨深かった。特に旧西ドイツ出身の人々はナチズ
ムに対する心の底からの反省の気持ちを持っている。

ドイツと言ってももともとは一つではなかったのです。いや 1945 年までは一つでしたが、その後、東西

ドイツの人々とウクライナ・ベラルーシを訪ねた意味─旧西ドイツと旧東ドイツ
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に分断されてしまった。1989 年に「ベルリンの壁」が崩壊して再統合しているわけです。つまり旧西ドイ
ツの人たちと旧東ドイツの人たちがいるのですよ。

その間には明確に違いがあります。何が違うのかというと、東ドイツの人たちは、例えばドイツ放射線防
護協会会長のセバスチャン・プフルークバイルさんが典型なのですけれども、旧東ドイツでは、科学者にな
るためにはロシア語が話せないといけなかったのです。博士論文はロシア語で書いていた。だから旧東ドイ
ツのインテリは、ロシア語の読み書きができるのです。旧西ドイツの側はどうかというと、当然にも英語の
読み書きができる。だいたい大学まで行っていれば、かなりの英語力があります。

旧西ドイツの側はナチズムの侵略に対する反省を社会全体で随分と深めてきました。なので、ナチスが占
領し、蹂躙した場に行くことに対して、旧西ドイツ出身の医師たちは、すごく痛みを持っていた。何とも言
えない表情でその場に臨んでいました。

その中に、アンゲリカ・クラウセンさんという非常に仲良くなった女性がいます。彼女も旧西ドイツの出
身なのですが、ゴメリで受け入れた病院側が、ずいぶん豪勢な晩餐会を開いてくれて、このとき多くの方が
スピーチしたのですけれど、彼女は「私はかつてポーランドのアウシュビッツに行ったときに、にわかに英
語がしゃべれなくなりました。今回もここに来て、またショックで英語がしゃべれなくなるかと心配でした
けれども、今お話ができてます」と言ったのでした。

アンゲリカさんのこのお話からも、ドイツの人々がかつて犯した罪に対して、それをいかに償うのかとい
う観点を本当に真剣に深めてきており、そこからチェルノブイリの被災者への支援が行われてきていること
が垣間見えました。

実際、旧西ドイツの頃から、ドイツやオーストリアは、凄くたくさんのお金を出しているのだそうです。
ミンスクでの小児白血病に対する病院の豊かなシステムが成立しているのも、そういう海外からの支援がた
くさん入っていることによっています。

では旧東ドイツはどうだったのかというと、ナチズムに対しては被害者の人たち、共産主義者などが政府
を作ったので、ナチズムに対して旧西ドイツほどの深い反省はなされたなかったようで、この点はむしろ東
西統一後に深められてきているようです。そのためベルリンの旧東ドイツ地区に、大きなホロコースト記念
館があるのですが、わりと新しく建設されています。おそらく旧東ドイツは、互いに被害者であったという
意識の方が強かったのだと思うのですね。ベラルーシなど、ナチスに蹂躙された人たちに対して、一緒に戦
ったという感覚があって、もともと強いシンパシーがあった。

また旧東ドイツのインテリ層が、ロシア語が話せるということがすごく大きな位置を持っています。言葉
が通じるから当然、意志の疎通もしやすい。そのため東西統一後のドイツは、旧東ドイツの人々を通じて、
ロシア、ベラルーシ、ウクライナの人々と結びつくことができたのだと思います。言葉が通じることは本当
に大きいことです。

ちなみにドイツ人とロシア人の交流では、ドイツ語とロシア語が主になるのですよ。そこに旧西ドイツ系
の人々や他の地域の人々が入ってくると、共通語は英語になる。こういうときの英語は通じやすいです。誰
もがネイティブではないから。互いにゆっくり話すし、相手が理解しているかどうかを確かめながら話し合
う。発音がお国柄によって違ったりするのですが、それでも十分に通じます。

先ほどの晩餐会で使われた言語は英語、ドイツ語、ロシア語、日本語でした。語学が達者な医学者や科学
者が多い場で、英語が一番通じやすい。でもドイツ語とロシア語もかなりの人が理解できる様子でした。も
ちろん一番通じにくいのが日本語です。

ともあれドイツが長く東西に分裂していて、それぞれ東側、西側に窓が開けていたこと、そのドイツが一
つに融合する中で、大きくチェルノブイリの人々と、ヨーロッパを結びつける流れができたのだと思いまし
た。その意味でも、ドイツはチェルノブイリ被災者支援の大きな拠点なのだと思えます。

今回、ドイツで行われたドイツとベラルーシと日本の医師を集めた「国際医師協議会」もそうした流れの
中で立ち上げられたのだと思います。

僕はずっとなぜこのような企画が立ち上がったのか考えていたのですけれども、もともとドイツの医師た
ちがベラルーシの医師たちをどんどん他の国々に連れ出し、さまざまな医師や科学者、人士との交流を促す
ことを行ってきた蓄積があって、それを促進する位置があったのだと思います。

国境を越えた交流への情熱
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要するに、ベラルーシの医師たちも当然、本当は事実を知っているのです。ベラルーシで起こっている多
くの病が、チェルノブイリ原発事故の被害だということをです。しかしベラルーシの中では、そうしたこと
はなかなか言えないのですよ。言ったら国立機関の中では働いていくことは難しいのだと思うのですね。

だけれど、そのような医師たちがドイツに「国際医師協議会」ということでやってきて、いろいろな見解
を語っている人士と交流できる。このことがとても大きいのだと思います。なぜならベラルーシの医師たち
は、現実にはもっともたくさんの被害者に接しているからです。また病の原因が何であれ、それを治すため
に尽力している。その医師たちを支えることは被災者を支えることであり、被害の根拠を探ることとは別
に、やり続けなければならないこととしてあります。

そのために、シーデントップさんなど、もう 20 年以上も地道にベラルーシの医師たちと連帯をして、支
援を続けてきた。人道援助としてしっかりやってきているので、ベラルーシ政府も拒否できないし、しない
のです。そのつながりを通じて、ベラルーシの国立機関の医師たちをドイツに連れてくる。「低線量被曝は
非常に危険だ」という見解が、わあわあと飛び交っている場にです。もちろん発表会も一緒に行う。

ベラルーシの医師たちは、ここでも内部被曝のことはほとんど言いません。危ないのは、あるいは影響が
あるのは外部被曝だと言います。発表内容は明らかに他の医師たちと意見が食い違ってはいるのだけれど
も、そういう形で、一緒になって放射線障害の問題を話し合って交流する中に、国境を超えた、放射線障害
との闘いの共同戦線みたいなものが作られてきているのだと思うのです。

今回の企画はドイツの人たちが中心になって作り上げてくれたのですけれども、僕はそうしたことをとて
もありがたいと思いましたね。しかもそこに日本の僕らを呼んでくれたのです。世界から見ると、日本だっ
てベラルーシとそれほど変わりがあるわけではない。放射能の危険性は低いなどと言っている「科学者」の
方が圧倒的に多い。そういう国である私たち日本から、志のあるものを招いて、いろいろな人士との交流の
場を設けてくれたのでしょう。

だからある意味、「チェルノブイリ」と「フクシマ」という言葉は、この混沌とした世界を変えていくた
めの、ひとつのキーワードに転換しつつあるということを感じました。僕もこの協議会で発言させてもらっ
たのですが、どういうことが受けるかというと、福島の人々の生活が、今、どうなっているのかということ
でした。さらにもっと受けたのは、日本の民衆が、この理不尽な事態をただ黙って見ているだけではなく
て、さまざまな抵抗運動を起こしつつあるということでした。そのことを発表すると、強い共感を持って迎
えてくれました。ヨーロッパからは日本の民衆の活動的な姿がなかなか見えないのですよ。民衆サイドにた
ったマスコミがないので、アクティブな姿はなかなか伝わらない。それは相互に言えることでもあります
が、そのため、「日本人はおとなしくて、慎ましくて、理不尽なことがあっても押し黙って耐えているので
はないか」と思われています。

ドイツのヘアフォルトというところに行ったとき、ドイツの女性が怒りながら「日本人はなぜあんなにひ
どい放射能のあるところで文句も言わずに黙って働いてるんだ」と言うのですね。直接には福島原発サイト
のことをさしていたのですが、そういう時は「いや、理不尽な現状に対して、あちこちで文句を言ってい
る。押し黙っているだけではない。たくさんの抗議行動を行っている」とお答えします。

また「あんな秘密保護法みたいなひどい法律を通されて、なんでデモの一つも起こさないんだ」というこ
とに対して、「いやいや、たくさんのデモを起こしている」と語って、そういう写真を見せると「あっ、そ
うなのか、日本の民衆は黙っていたのではないのか。これほど抗議を行って、アクティブに活動しているん
だ。ああ良かった」となるのです。シンプルです。そういう点での感じ方は、どこの国の人でも大して変わ
らないというか。

今、僕はずっとベラルーシのことを話しました。そのことの中からみなさんと共有したいことがありま
す。

ドイツの人々が素晴らしいと思ったのは、ベラルーシの人々が被ってきた痛みを自らのものとして考える
中から、世界を捉えようとしていることです。痛みを通して、自分たちも担わなければいけない共通課題を
見出している。そういう観点から「チェルノブイリ、そしてフクシマ」というキーワードを自分の課題とし
てとらえ、私たち日本人、あるいは日本に住まう人々の痛みを吸収しようとしてくれているのです。

その中で紡ぎ出されてきた国際的なつながりの中に僕は参加させていただくことができた。後から考えて

「チェルノブイリ、そしてフクシマ」というキーワード
　〜痛みを吸収しようとすること〜
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みたら、あのような、ベラルーシという難しい国の国立機関の中を案内してもらうことなど、なかなか簡単
に得られる経験ではないですよね。あれはドイツの人たちが 20 年間かかってコツコツと作りあげてきた信
頼関係の上に成り立った、貴重な機会だったのです。

僕はゴメリでの晩餐会の時に調子に乗って、英語で「みなさん、平和のために断固として一緒に闘いまし
ょう！」みたいなことを言ったのです。そうしたら後からドイツの方に「守田さんはすごく活動的で素敵だ
と思うのだけれど、ちょっと言い過ぎのところもあるわよね」と言われました。つまり「彼ら彼女らは国家
機関の中枢に抑えられてる医師たちなので、その立場をもっと分かってあげてね」というのです。恥ずかし
かったです。

ドイツの方たちはさまざまな矛盾も踏まえてベラルーシに通いながら、国の体制がどうであろうとも、チ
ェルノブイリの事故で苦しんでいる人々を救おうとしています。救うのは侵略を行ったドイツ人の責務なの
だ、自分たちはそれをやらずにはおかないのだというような思いを強く感じました。僕が見た限りでは、ヨ
ーロッパの中でドイツが一番、チェルノブイリの問題で動いているのではないかと思うのですが、その根拠
がここにあることを感じました。

それで僕はドイツの方と、次のような話をしました。
「あなたたちがゴメリに行って、顔が硬直して、心に痛みを感じている姿を見たときに、僕は深く感動し

ました。僕はそのことで、日本軍の中国やアジア各地への侵略のことを思い出しました。日本人とドイツ人
は同じ痛みを持ってると僕は思います。同時に、ドイツも日本もものすごく酷い空襲をされたわけですよ
ね。だから戦争の酷さを両面から知っている点でも共通しています」と。

実は、僕の母は東京大空襲のサバイバーなのです。父は広島原爆のサバイバーです。このことはベラルー
シでもドイツでも何度も話したのですが、その意味で僕は、東京大空襲と、広島原爆の狭間から生まれてき
た子どもであるわけです。

僕は「そういうドイツ人と日本人こそが、正義の戦争なんかないということを一番知っています。だから
一緒になってこの世から戦争をなくすために努力していきたいです」と語りましたが、向こうの方たちもと
ても深く共感してくれて、気持ちを分かってくれました。深いところでつながることができたと思うのです
が、みなさんにもぜひこういう点を共有していただけたらと思うのです。

「チェルノブイリとフクシマ」は、世界の人々の間に共通に記憶された非常に大きな事故であり事件です。
この悲劇を通じて、世界の方向を変えようという共通の意志が生まれてきている。核のない世の中はもちろ
んですが、ごく一部の金持ちが私有財産をどんどんかすめ取っていく世の中ではなくて、もっと良い方向に
変えていこうという思いもそこには懐胎しています。ただし、具体的にどういう方向に進めばいいかグラン
ドプランはなかなか見えてこない。だとしたら今、自分ができることをしよう。そのためには、チェルノブ
イリの子どもを一人でも救おうと、そのような切々たる思いで行っていることが、今回の企画の底流にあっ
たことで、そこに触れることができたことが、僕にはとても大きなことでした。

そういう思いを持って、ドイツからトルコに向かったので、身体のコンディションは悪かったのですが、
テンションは上がりっぱなしでした。

トルコでは初めにイスタンブールで講演させてもらって、翌日にシノップという原発建設予定地に行きま
した。黒海に面したところに予定地があるのですけれども、とてもきれいなところなのですよ。「なんでこ
んなきれいなところに原発を押し付けようとするのだろう」と思うと、何だか腹立たしさを越えて、涙が出
てきてしまうというか、そんな思いにさせられるところでした。

ちょうど東西にひろがるトルコの大地の真ん中あたりの黒海側で、海に少し突き出した小さな半島がある
のですが、そこの森林を刈り取って、原発を作ろうとしているのです。ちなみに黒海を隔てた対岸にあるの
が、今、大変なことになっているクリミア半島です。

予定地には朝、マイクロバスに乗って連れて行ってもらいました。周りは広々としたきれいな牧草地帯で
す。牛がゆったりと放牧されています。最近、僕は少しだけ牧畜のことも研究していて、これはみなさん
に話しても受けないかもしれないことなのですけれど、素晴らしいウンコがいっぱい落ちているのですよ

悲劇を通じて、世界の方向を変える
　〜今回の旅の底流にあったこと〜

旅の後半。トルコ原発建設予定地訪問
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（笑）。牛というのは、ちゃんとした良い草を食べていると、いいウンコをしてくれるのです。牛舎で飼われ
ていて、草ではなくて穀物を与えられている牛は、ビチャビチャの臭いウンコをするのです。お腹の状態が
よくないのですね。これに対して自然の状態に近い形で、ちゃんと野山を歩いて、自分で草を食べている牛
のウンコは、ころんとしてるのです。そういうのがいっぱい落ちていて、そのことでも、ああ、いいところ
だなあと思いました。

原発予定地に一番近いところは、今は保養地になっています。リゾート地ですね。夏はたくさんの方が避
暑に訪れるのだそうです。

周りは漁村でもあって、瀟洒な船が走っています。入江を掘り下げることをしていないので大きな船は入
れない。小さいサイズの船で、ゆったりと漁を続けてきているのです。向こうの漁民の方たちは気が良く
て、手を振ったら必ず船の上から振り返してくれます。

この半島は自然の宝庫でもあります。川もちょうど半島の付け根あたりに流れ込んできていて、たくさん
の栄養分を運んでくるのだそうです。そのため動植物がすごく豊かなのです。この地域をずっと歩いていて
も泣けましたね。こんなにいいところに、自分の国である日本が原発を持ってこようとしているのかと考え
ると感傷的になってしまいました。

この日のことがあって、のちにイズミールという都市に移っての講演の後に僕は感極まってしまって「シ
ノップを僕の故郷と思って闘います」って言ってしまったのです。そうしたらみなさん、ものすごい拍手を
してくれました。シノップでの講演のときも、最後に人々が立ち上がってスタンディングオベーションをし
てくれました。「日本人は熱いぜ！」みたいに感じてくれたようなのですが、僕からしたら、トルコ人のほ
うが圧倒的に熱くて、あてられてしまったようにも思います（笑）。まあ、そんな、今、振り返っても心が
熱くなるような交流をしてくることができました。

僕が今回の旅に行って、帰ってきて、何を思ったのかというと、一言で表せば、「やはり世界革命が必要
だな」ということに尽きます。「革命」といっても、何とか主義革命を起こすとかそういうことではないで
すよ。世界が一緒になって変わっていくことが必要だなという意味です。日本という一国の単体ではできな
いことも、世界という大きな連なりの中でならできる。その際のキーワードこそが、チェルブイリとフクシ
マなのです。本当に世界の人は深く福島原発事故のことを考えてくれている。そして考えてくれることの中
に、一緒に成し遂げるべき課題がどんどん育っているのです。

ちなみにシノップの街で、美味しい魚をごちそうになったのですが、「守田さん、ここでは安心して魚を
食べられますよ。日本だともう安心して食べられないでしょう。この魚は放射能入っていませんよ」と言わ
れるのですね。そういう思いで、私たちの痛みのことを考えてくれているわけで、その思いと、僕らがどう
やって結びつくのかということがこれほど問われている時はないということを強く感じました。

最後に。測定所に、そしてみなさんに対する提案がもう一つあります。
ぜひ、英語での発信を強めてください。ぜひチャレンジして欲しい。世界は日本の情報に飢えています。

日本からの情報は一番出にくいのですよ。世界のほとんどの国の人々は日本語がまったく読めないのです
ね。日本語を使える人は、ほとんどいないと思った方が良い。

日本の情報は、例えば「首相官邸前」と漢字で検索ソフトに入力すれば、デモの写真など、幾らでも出て
きます。でもその写真にすら日本語を使えないとなかなかアクセスすることができないのです。だから日本
の民衆運動の状況が伝わりにくい。これに対して日本の中からもっと情報発信をしてくれという声がすごく
ありました。

例えば今回、僕は、京都で行われた「原発いらないコドモデモ」の写真をいっぱい使いました。子育て世
代のお母さん、お父さんが作り上げたデモで、子どもたちも自分の意志でバナーを持って歩いている。なぜ
その写真を使ったのかと言うと、それを通じて、日本で広がっている運動のことを、できるだけ具体的に世
界の人々に伝えたいと思ったからです。そうしたら本当にすごく喜んでもらえました。特に女性たちが中心
になって頑張っている写真を見せると、深い共感が得られました。ドイツのあるところの集会では、初老の
男性医師が「ドイツも同じです。チェルノブイリのあと、女性たちが立ちあがって、ドイツの運動が進んだ
のです。今日はそのことを思い出しました」と興奮気味に語ってくださいました。

ちなみにこのコドモデモの参加者は 100 人にも満たなかった思います。数はけして多くないけれども、

まとめ
　〜一緒になって核のない平和な世界を作るために〜
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僕はベラルーシ、ドイツ、トルコの８カ所でこの写真を見せました。するとどこでも本当に深く共感してく
れるのですね。日本の民衆がこういうことをやっていると、そのことが人々の胸を打つのです。もちろんそ
れに続いて首相官邸前の 10 万人を越えるデモの姿も見せました。会場から驚嘆の声が上がりました。

ここから言いたいのは、10 人とか 20 人の単位でもいいのです。もっと少なくたっていい。今、自分た
ちはこういうのをやっているのだということを、世界の人が見られるような形で、もっと日本中から発信し
ていくことがすごく大事だということです。言語は英語でいいです。英語でいいですと言われたって困るか
もしれないけど（笑）。

でもかつてこんなことも言われました、「どうして日本人は情報を出してくれないんだ。下手な英語でい
いんだよ。日本人はすぐにきれいな英語を書きたがるけれど、そんなの俺たちが読んでやるから何でもいい
から出してくれ。とにかく知りたいんだ」と。日本の情報がすごく取りにくいから、何でも出してくれと言
うのです。

原発がどうなっているのかということはけっこう知っている人がいるのですよ。４号機がどうなのか、僕
が説明するまでもなくちゃんと情報を持っている人がいました。だけど首相官邸前行動はあまり知らない。
秘密保護法反対デモなんてもっと知られていない。だからそちらの方の発信を強化して欲しいのです。

例えば、奈良でデモを行ったら、なんらかの形で英語の説明を添えて、例えば Facebook にあげてくださ
い。そうしたら僕もそれをキャッチしてどんどんあちこちに投げます。測定所がやっていることも、ぜひ、
簡単でいいので出してほしい。

世界の人々は、日本に市民測定所が 100 カ所も立ち上がっていることも知りません。そこまで日本人が
一所懸命にやってることも伝わってないのです。だからそれをどんどんみんなで発信して、世界につながる
ことを考えて欲しいです。

ちなみに僕はシノップ原発に関するウェブサイトを、日本語・トルコ語をベースにして、可能な限り英語
やドイツ語を取り入れて立ち上げるつもりです。今回、トルコの旅で通訳をしてくださった女性が全面的な
協力を申し出てくれており、ドイツでも通訳をしてくださった複数の方が、協力を申し出て下さったからで
す。脱原発をめぐる多言語空間を作り出すことに自分自身も挑戦しながら、世界の人々とコンタクトしてい
きたい。

世界全体で変わらないとこの問題は変わらないし、逆に、日本が変わることを通じて世界もまた変わって
いくという、そういうダイナミックな構造の中に僕らはいるような気がしています。

だからみなさん、ぜひ、英語での発信力をつけてください。もちろん他の言語ができる方がいたらどんど
んそれを付け加えて欲しいです。

そのことで世界と結びついて、一緒になって、核のない、争いのない、本当に平和な世の中を目指してい
きましょう。そのために、侵略戦争のあやまりを知っている私たち日本人が発信できることはすごく多いで
す。自信を持って、この奈良で行っていることを世界に向けて発信してください。

以上、そんなことを、ヨーロッパやトルコに行って感じてきました。測定所開設から一周年を経て、僕も
一緒になって今後の発展を作っていきたいと思いながらお話ししました。これからも頑張っていきましょ
う。どうもありがとうございました。

（この講演録は、守田氏の講演を、当測定所の朝守双葉スタッフが文字起）こし・文章構成したものに、守田氏が大幅な加筆をくださったものです


