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特集　東日本大震災から一年

地震と津波と原発災害の複合

3.11以来，私は東日本大震災の被災地を 4回訪

れて調査を行っている。最初は震災発生のひと

月半後の 4月末であった。東京電力福島第一原子

力発電所から 20キロ圏内の警戒区域を除く 30キ

ロ圏と，飯館村などのほぼドーナッツ状の計画

的避難区域を，チャーターしたタクシーを利用

し，線量計を持ってくまなくまわったのである。

5月半ばには，宮城県，岩手県の津波の被災

地域を中心に調査した。太平洋沿岸の被災地域

を福島県の烏崎
からすがさき

から岩手県宮古市の田老地区ま

で海岸沿いに車を走らせ，主要な被災地をまわ

った。9月半ばには再び福島県の津波と原発災

害の被災地を訪れた。

何と言っても，最大の被災地は福島県である。

地震と津波による大打撃を受け，しかも原発災

害で甚大な被害をこうむっている。

われわれが東日本大震災の 3ヵ月後に行った

全国調査（全国から産業別，人口規模別に 200

地点を選択し，このようにして選ばれた各地点

において，住宅地図に基づき 15歳から 79歳ま

での男女 6人を，地点ごとの人口分布にあわせ

て選び出し，面接留置調査法でアンケート調査

を実施した。合わせて 1200人から回答を得た）

から得られたデータにより作成したのが図 1であ

る。この図は，「東日本大震災で起きた地震，

津波，原発災害のうちで，最も深刻な被害を与

えた災害は何ですか」という質問に対する回答

分布を示している。原発災害が最も深刻であった

という回答が過半に達しているのが注目される。

東日本大震災の死者・行方不明者 2万人のう

ち 9割以上が津波によるものであり，残りの 1割

弱が地震による犠牲者であるが，原発災害で直

接的死者が出たという事実は未確認である。東

京電力福島第一原子力発電所の 4号機のタービ

ン建屋内で，2人の東電社員が死亡しているが，

死因は多発性外傷による出血性ショックで，地震，

または津波が原因であるとされている。災害の

大きさは，死者の数だけで決まるものではない。

M9.0の巨大地震や 10メートルを超える巨大

津波よりも，直接的な死者を出さなかったレベ

ル 7の過酷原発災害の被害のほうが，なぜ深刻

だと判断されるのか。理由の第一は，地震や津

波などの自然災害は体感型災害であるという事

実にある。被害の程度が具体的に把握でき，し

かもその責任を帰属させるべき大自然を前にし

て，被災者の多くは，ひたすら頭
こうべ

をたれる以外

になすすべがないからだ。同時に，被災から復

興への移行段階も截然と区別することが可能で

ある。災害復興への期待がもてるのである。そ

の意味において被害は限定的である。

理由の第二は，第一の理由と密接に関係して
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図1　東日本大震災で起きた「地震」「津波」「原発災
害」のうち最も深刻な被害を与えた災害は何か？
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いる。原発災害の特殊性である。原発災害には，

インフルエンザ・パンデミックと同じように，

災害因を五感でとらえられない不気味さがあ

る。私は，4回目の調査を，今年の 1月末に福

島県の相馬市，南相馬市，飯舘村，川内村など

を中心に行なった。南相馬市の小池第 3仮設住

宅では，同市の小
お

高
だか

地区から避難していた男性

4人・女性 4人の合計 8人の方々に，集会所に

集まってもらい，話をうかがった。

この小高地区は，第一原発から 20キロ圏内

の警戒区域内にあるが，地震と津波の被害を受

けたうえに，原発災害による被害を受けている。

集まってもらったうちの 1人で 70代の男性 H

氏の言うところでは，近隣の 72戸において，

合わせて 70人が死亡したということである。

その彼が「放射線というのは色もついてなくて

見えねえから……」という。この人は，長年，

原発作業員として働いていて，これまでに数千

ミリシーベルトの放射線を浴びてきたという。

規定を超える被曝を受けると仕事をさせてもら

えなくなるので，線量計を放射線量の少ないと

ころに置いて，カウントが上がらないようにし

て仕事をしたという。そのような彼にしてみれ

ば，今更，除染で線量を多少下げるよりも，経

済的保障をしてくれるほうが，はるかに良いと

いうことになる。

一方，40代後半の N氏は，たまたま，第一原

発が事故を起こした時にも原発で働いていた。彼

は東京電力の関連子会社の社員であった。地震直

後，配管から白い蒸気が出ていて，地震でも原発

に損傷が起きていたことがわかったという。その

後に津波がやってきた時には，原発が爆発するの

ではないかと恐れたそうだ。その彼は，家族と

ともに一度は青森まで逃げたが，4ヵ月後には

再び原発で下請け作業員として働いている。

「被曝しても痛みがない。あまり心配はしてな

いが，将来のことはわからない」とこの運命論者

は言う。彼は津波で両親を失っているのである。

私が福島第一原発近くの避難所であった人々は，

原発関連の仕事をしていた人が多かったせい

か，放射線被曝に関しては，恐れというよりも諦

めの気持ちをあらわにしている人が多かったよ

うに思う。長年原発で働いていて，今回の原発災

害で体内被曝をした T氏は，実におだやかな口

調で，「原発労働者のときは，安全だ，安全だ

と言われていたので安心してたけど，今は，政

府も学者の言うことも信用できねえ」と言う。こ

れら 3人とも避難を余儀なくされているにもかか

わらず，東京電力に対するうらみはないと言う。

だが不思議なことに，60キロも離れた福島

市や郡山市の人々は，両市の線量がともに高い

一方で，原発による直接的恩恵を受けてないせ

いもあろうか，放射線被曝に対する恐怖心がよ

り強いのである。

原発災害の深刻さ

被曝への不安は弥
び

漫
まん

的である。そして，とら

えようがないだけ，心身への危害性は大きい。

図 2は，既述のわれわれの全国調査で，原発事

故による放射線への不安の程度を聞く質問への

回答分布を示している。「非常に不安である」

と「かなり不安である」とを合わせると，日本

中で 8割以上の人々が放射線への被曝の不安を

訴えている。

原発災害の実態は不分明で，イメージの世界

でしか理解することができない。災害衝撃期は

長期にわたり，終息の時期も影響の範囲も科学

的に確定できない。すべてがファジーなのであ

る。そして，さらなる問題は，この原発災害が

人為災害であると一般に認知されていることで

ある。被災者は誰が加害者であるかを知ってい

る。責任を追及し，損害賠償を求めるべき相手

がある。国や政治家，原子力関連の企業への問

責は，水紋状に拡大し，国境を越えて，国際的

な原発リスクについての厳しい問いを投げかけ

ている。レベル 7の原発災害は，M9.0の地震

図2　今回の原発事故による放射線被曝への不安
（N=1200）
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の被害よりも規模はより大きく，影響はより深

刻である。

図 1で最も深刻な被害を与えたのは「原発災

害」だと答えた人が，全体の 55.4パーセント

（665人）に達していることを示した。そこで

これらの人々に，原発災害の原因をどう考える

かを尋ねたのである。回答の分布は図 3に示さ

れている。原因帰属の順からは，「東京電力の

原発に対する安全管理」「津波」「政府の原発に

対する監督・管理」の順に事故原因への帰属の

程度が減少している。ここから読み取れるのは，

原発災害は人為災害だという国民の基本的なス

タンスである。

原発災害は福島に何をもたらしたか

今回の原発災害のもとは，東京電力福島第一

原子力発電所で発生した事故である。この原発

は，普通には福島第一原発と呼ばれる。東京電

力では福島第一原発を 1F，第二を 2Fと呼ぶ。

だが地元の人々は憤りを込めて言う，「なぜ福

島という言葉が原発名につけられているのか」

と。そのために福島の人々は重いスティグマを

負わされてしまったというのだ。他の原発で県

名がついているのは福島第二原発のみで，北海

道にあるのは北海道電力の泊原発，青森県には

東北電力の東通原発，宮城県の女川原発，新潟

県には東京電力の柏崎・刈羽原発，静岡県には

中部電力の浜岡原発，原発銀座と呼ばれる若狭

湾の沿岸には敦賀，美浜，大飯，高浜などの原

発がある。中国電力，四国電力，九州電力管内

でも事情は同じである。いずれもそれらが立地

する市町村名などの地名をつけられていて，県

名がつけられてはいないのである。福島県民と

しては，県全体に汚名を着せられたような感じ

がすると言うのだ。

被災者は放射能除染の効果に懐疑的である。

「除染しても線量はほとんど下がらない」とか

「除染しても，すぐ元に戻る」という話をしば

しば聞かされたものである。著者が利用したタ

クシーの運転手は，伊達郡桑
こ

折
おり

町
まち

で桃の果樹園

をやっている。彼のところの桃の木も放射性物

質に汚染されていたので，業者がやってきて高

圧水を吹きつけて除染したという。除染済みの

木にはピンクのリボンをつけるのだが，しばら

くするとピンクリボンの桃の木の線量は元に戻

っていたと，諦め口調で話していた。

仮に除染が進んで，政府や市町村から避難地

域の安全宣言が出されたとして，いったいどの

くらいの人々が，かつての自宅に戻って生活す

るであろうか。特に若い世代の人たちをどのく

らい引きつけられるかが問題である。医療や教

育，交通などのインフラのない，もともと高齢

者が多く，過疎化が進行していた地域である。

新しい産業を誘致するインセンティブもあるよ

うにはみえない。そして，終息するまでに数十

年かかる災害の特殊性がある。排出された放射

性物質はヒロシマに投下された原爆の数百発分

を下らないのである。地球規模での放射能汚染

をもたらした FUKUSHIMAは，今やチェルノブイ

リ，スリーマイル島と並んで原発災害の代名詞

にまでなっている。われわれの調査で，日本人

の多くが，東日本大震災とは原発災害であると

認知している理由は，十分に理解可能である。

原発災害の難しさ

放射性物質の流れをシミュレートしたスピー

ディの結果が示すように，環境中の放射線量は，

地形や放射性物質の放出時の風向き，降雨・降

雪などの条件により大きな影響を受ける。60

キロも離れた福島市や郡山市のほうが，20キ

ロの警戒区域内の川内村の一部よりも線量が高

かったりする。

3月 15日には，主として 2号機より放出され

た放射性汚染物質のプルームが北西方向に流れ

て，折からの雨で，飯舘村は高濃度の放射能汚

染を受けることになった。避難指示が出された
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図3　原発災害が最も深刻だと回答した人々の挙げた
原発災害の原因 （N=665）
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地域の多くの人々は，阿武隈山地越えの限られ

た避難路のなかから，メインのルートである飯

舘の方向に逃げて，大量の放射線被曝をする破

目になったのである。飯舘やその北西隣にある

川俣町では未だに線量が高い。

飯舘村ではほとんどの住民が避難していた。

村役場の機能は，福島市飯野町に移転している。

庁舎には留守番の職員しかいないのである。だ

が，不思議なことに，1月末に私が訪れた時に

は，役場の駐車場に多数の車が出入りしていた。

運転している人々に聞くと，地区ごとに村内を

パトロールする「見守り隊員」なのだという。

庁舎の裏手に「いいたて全村見守り隊パトロー

ル詰所」がある。中に入ると，広いホールに講

習会場のようにたくさんの長テーブルが並べら

れ，その両側に椅子が配置されている。20〜

30人の人々が思い思いのようすで座っていた。

この「見守り隊」は村民 400人ほどからなり，

1日おきに昼夜 3交替，1日 8時間勤務する。4時

間見回りをして 4時間休息を取るスケジュール

になっているという。隊員たちは南相馬などの

線量の低い地域に避難しており，見守り隊員と

しての仕事の報酬と，村民相互の交流のために，

放射線量の高い飯舘にやってくるのである。

一人ひとりが累積線量計を持っている。私が

話を聞いた初老の男性は，この 8ヵ月間の飯舘

でのパトロールで 4ミリシーベルトを浴びたと

言い，「俺たちはモルモットだから。ただで健

康診断をやってくれるんだ。データ取っている

だけだ。10年も経ってがんで死んだら，死者 1

てなものでねえか」と言い，筆者に対しても

「早くここを出て行ったほうがいいよ」と笑っ

ていた。この 8ヵ月間で，村内の犯罪は，空き

巣がたった 1件のみということであるから，こ

の事業の目的は，明らかに雇用創出である。

福島へのインパクト

福島県は，北海道，岩手県に次ぐ日本で 3番

目に面積の大きな県である。人口は全国で 18

位（2010年データ），65歳以上の老齢人口は全

体のほぼ 4分の 1である。東日本大震災以前か

ら過疎化と高齢化が進んでいた。県の人口は

200万人を少し超える程度で，漸減傾向にあっ

た。だが，2012 年 1 月 1 日時点の推計では，

県の人口は 200万人を割り込んでいる。

幼い子供を抱える若い世代を中心に，県外へ

の移動に歯止めがかからない。国の復興対策本

部が把握しているだけでも，すでに 5万 8000

人が県外に出たという（2011年 11月 10日，朝

日新聞）。実際には，この数値をかなり上回る

人々が県外に流出したと考えられる。また文部

科学省が 2012年 2月 6日に発表した学校基本

調査によれば，福島県の小学生の数は前年度比

で 7.9パーセント減であるという。全国の小学

生についてみると，少子化による影響で前年度

比 1.5パーセント減であるので，福島の小学生

の減少幅はきわめて大きいと言わざるを得な

い。おそらくこの減少傾向は，将来にわたって

継続していくものと考えられる。

原子力災害の中・長期的展望

大災害が社会におよぼすインパクトは，その

社会が胚胎していた変化の種を，急速に芽生え

させ，成長させることである。震災や津波災害

のような自然災害において，このテーゼの妥当

性は，すでに証明されている。原子力災害の衝

撃期はきわめて長期にわたる。社会におよぼす

影響は非可逆的で，決して元に戻らない。既に

述べた災害の影響に関するテーゼは，原発災害

では悲劇的とも言えるほどに当てはまるであろ

う。マクロにみれば，福島の若い世代の人口流

出は長期にわたるだろう。彼らの多くは，再び

戻ることはないだろう。この災害は，放射能除

染などという局所的で，効果があまり期待がで

きない方法では，おそらく止めることは困難だ。

原発災害の被災者に必要なのは，それが県内

であっても県外であっても安定した職と健康に

不安のない住環境を得ることである。時間は前

に進めなければならない。後戻りさせようとして

過疎地に再び万里の長城のような防潮堤を造り，

立派な道路を造り，ノスタルジックに住民の帰還

を図ろうとすれば，それにのるのは高齢者ばかり

で，現代の姥捨山を作るに等しいことを認識すべ

きである。思い切った発想の転換が必要だ。


