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『内部被ばくを生き抜く』をめぐって* 

 

鎌 仲 ひとみ 

 

はじめに 

 皆さんこんばんは。今日はようこそ来てくださいました。映画を見た方と見ていない方がい

らっしゃるんですけれども、映画は学内だけでの告知ということで、それで、今日、見ていた

だいた、この先行的に上映をいたしました『内部被ばくを生き抜く』は、今年の 5月 6日から

上映会を公開しまして、本当は 4 月 28 日に劇場公開したんですけれども、私の映画は劇場と

いうよりは、普通の人たちが自分たちのグループとか地域とか、そういうところで自主的に上

映会をするというパターンというか、そういう方法で、全国に広がっておりまして、そういう

自主上映の最初の上映会が岡山で行われたのが 5月 6日なので、この間、およそ半年間たちま

した。 

 今のところ 570箇所から申し込みをいただきまして、平日、土日関係なくほとんど毎日どこ

かで上映しておりますし、土日は全国 7箇所とか 6箇所とか、そういうところで上映会が進ん

でいるのです。そういう上映会を主催している人たちのほとんどが女性であり、お母さんであ

り、子どもを持った若いお母さんたちも、すごい多いのです。 

 

「不在」と「分断」 

 私は今日、この東洋大学に来させていただいて、そして上映会、この『内部被ばくを生き抜

く』というタイトルがついた上映を、学内で、無料で見られるという学生さんたちが、いった

いどういうふうに、この映画を見てくださるのかというふうに思っておりましたら、ものすご

く少なかったのです。この列の真ん中も空っぽになっておりますが、これはこの半年間、この

映画をつくって、何がいったい、今、問題なのだろうかということを、2011 年 3 月 12 日に、

最初の福島原発、東京電力福島原発 1号機が爆発して以来、考えておりました。それは単純に

原発とか、単純にエネルギーの問題ではない、ものすごく多層的な複雑な問題をはらんでいる

わけなのです。 

                                                      
* 2012年 10月 19日に映画『内部被ばくを生き抜く』上映会に引き続き行なわれた講演の記録。データや

情報には当時のままのものがあることをおことわりしておく。見出しは著者の了解を得て編者がつけたも

のである。 
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 私がこの東洋大学に来て、その問題のすごく大きな根底にあるものはなんだろうかというこ

とについて、一つヒントをいただきました。それは、私は「不在」だと思います。自分たちの

生きている社会に、何が起きているのかということを、若い人たちが関心を持たない、つまり

関心の不在が、問題を複雑にし、大きくしているというふうに感じています。 

 一方で、この私の映画を、実際自分たちが、ボランティアで、なんの利益も生み出さない、

ただ被ばくについて考えてもらいたい、知ってもらいたいということで、地域で、全国 570

カ所で動いている方たちとのあいだにあるのは、「分断」です。「不在」掛ける「分断」という

ものが、この原発事故によって、私たちの社会に内在していたと思いますけれども、それが私

から見ると、非常にはっきりと浮かび上がってしまったというふうに思われるのです。 

 この間、その地域の草の根の市民による上映だけではなく、非常に多くの大学に行って、こ

の映画を上映し、お話もさせていただいていますが、そこでやっぱりこの不在というふうに感

じるのは、今、日本の教育のなかの最終プロセス、小学校、中学校、高校、大学、その日本の

教育システムのなかで、その教育がつくり上げてきた人間たちに、私は出会っていると思いま

す。 

 その人たちは、今の大学生は、どうやって今のような大学生になったのか、自分たちが住ん

でいる社会に対して、どうしてこんなにも関心を持たない人間に出来上がったのかということ

を考えると、そこには、なんかすごい重要なものが不在、教育のなかで不在なのではないかと

思われるのです。 

 その不在について考えてみると、それは、日本中に実は 54基原発があって、その原発が 54

基あるということを、ほとんど全ての日本人が知らなかった、関心を持ったことがなかった、

びっくりしたと言うのです。去年の 4月、本当にあの原発が爆発して直後、私は京都で、東京

大学の姜尚中さんとシンポジウムに参加しました。そしたら、彼も日本に 54 基も原発があっ

たなんて知らなかったと言うのです。 

 ああそうか、これはその学生だけではなく、非常に知能、ものすごい高いレベルの人たちに

とっても日本のなかにおいて、エネルギーをどうやって供給しているのか、原発というものが、

いかにリスクをはらんで、いろんな矛盾をはらみながら、日本のなかで運転しているというこ

とに関して、関心が不在だったのだというふうに、ずっとこの間、考えてきたのですけれども、

本当に明快な言葉となって出てくるということが、今日、東洋大学に来て、「あっ、そうか「不

在」という言葉がいいな」と思えるようになったのです。 
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核をめぐる三部作 

 だから、その新しい今日の私の気付きとして、お話させていただきましたが、私はこのなか

で、今日来ていただいたなかで、私の映画を 1本も見ておりませんという方、ちょっと教えて

いただけますか、手を挙げてみていただけますか。はい、でも見てくださっている方も、はい、

そこらへんちゃんと手を挙げてください。ピッ。どれくらいいらっしゃるのか見たい。ああ、

なんだ、いっぱいいるんじゃないですか。ほとんど見ていらっしゃらないのですね。 

 この『内部被ばくを生き抜く』は、東洋大学さんは、ライブラリー版でお買い上げいただい

たのでしょうか。大学内では自由に見ることができます。そして、ちょっと暗くしていただけ

ますか。私の映画は、映画監督というキャリアを始めたときから、映画もテレビもつくってき

たんですけれども、ある時点で、もっぱら映画だけにしようと決めました。それ以来、映画の

テーマは全て核をテーマにしております。核とか放射能とか被ばくとかエネルギー、原発とか、

そういうものだけに特化して、映画をこの 13 年間つくってまいりましたが、その最初の一本

目は、この『ヒバクシャ：世界の終わりに』という映画で、これは 1998 年に、実は NHK の

番組をつくるためにイラクに参りまして、それまで、私もその不在側の人間だったのです。全

く興味なかったです。 

 その原爆というものが広島、長崎に落とされたということは、歴史的な事実と知っていても、

それが自分の人生に関係があると思ったことはなかったのです。自分自身が被ばくをするとか、

あるいは原爆を使っていないこの世界で、放射能に被ばくをする人たちが存在し続けている、

つまり被ばく者が増え続けているとか、そういうことに関して、一切知識がなかったのです。

そこらへんはブランクでした。 

 それが、「あっ、そういう世界があるのか、世界でそういうことが起きているのか」と気が

付いたのは、1998年だったので

す。みなそこを見ていただくと

〈◆1〉、これは 1シーン、『ヒバ

クシャ』という映画の 1つのシ

ーンなんですけれども、イラク

の南部にある砂漠地帯で、子ど

もたちがサッカーで遊んでい

るのです。普通の光景です。世

界中、ありとあらゆるところで、

子どもたちはサッカーをして

◆１ 『ヒバクシャ：世界の終わりに』の一シーン 
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遊んでいるんですけれども、でも、イラクの場合は、サッカーで遊べば、被ばくが伴うという

ことになっていました。 

 二番目につくったのが、『六ヶ所村ラプソディー』という映画です。これは日本の原子力産

業そのものを描いた映画です。この映画の前には、日本の原子力産業を描いた映画は存在しな

かったのです。初めて作ったんですけど、もう一本あるのです。もう一本は、『ミツバチの羽

音と地球の回転』、これが内部被ばくの前の作品で、2010 年に完成しました。 

 これは、核をめぐる 3部作と呼んでいて、一本一本は独立した作品なんですけれども、底に

流れるテーマというのは共通しているので、3本並べてシリーズとして、6時間 15分続けて見

ていただけたら、すごく、私がこの間追求してきたテーマの世界観、私が映像を通して伝えた

い世界観みたいなものが、ちょっとは伝わるかなと思うのです。 

 

イラクから福島へ ― 被ばくの実態 

 それでちょっと戻りますと、順番に説明し

ていくと、私が初めて、放射性物質や被ばく

に興味を持った、それは、子どもたちとの出

会いからでした。その子どもたちが、砂漠で

遊んでいたサッカーのシーンもありますけど、

子どもたちのがんとか白血病が、すごく当時

増えていたのです。小児白血病、今も続いて

います〈◆2〉。 

 1998 年当時は、ちょうど湾岸戦争から 7 年たっていて、そして、湾岸戦争でこの劣化ウラ

ン弾を使ったのです。劣化ウラン弾は、原発のごみからできておりまして、放射性物質そのも

のなのです。これを弾丸にしたり、ミサイルにして、こういういろんな種類をつくっておりま

して、転がっていたのは、このタイプなんですけど、それを測ると 3.8μSv/hあるのです。 

 1 時間あたり 3.8μSv、ここにずっと、この至近距離に 1 年間いると、年間 33mSv の被ばく

に相当するのです。国際放射線防護委員会は、一般の人たちは、そういう核施設で被ばくしな

ければ、どうしようもなく労働する際に、被ばくしなければいけないという人たち以外は、普

通の人たちは、年間 1ミリ以上被ばくしてはまずいと、1ミリ以内に抑えましょうということ

を言っているのです。この 33ミリというのは、33倍なのでそうとう高い、本来は、受けては

いけない被ばく量ということになります。 

 でも、放射線には一つ法則がありまして、放射性物質を出している放射源から、距離が離れ

◆２ 小児白血病で 14才で亡くなったラシャ 
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ていくにしたがって、距離の 2乗に反比例して、放射線量は下がっていきます。放物線を描い

て下がるのです。2分の 1になり、4分の 1になり、8分の 1になり、16分の 1になるという

ように下がっていきますので、この至近距離で測ると 3.8なんですけど、5mぐらい離れると、

全然放射線量は低くなります。今の東京よりも低いです。バクダッドで測っても、当時、バス

ラで測っても、イラク中のどこで測っても、今の東京よりも低いです。もちろん福島よりも全

然低いのです。 

 じゃあ福島は、今、原発事故など、どうなっているのかというのをちょっと見てみると、福

島県の渡利という所なのですけど、すごいのです。例えば、公園のなかの男トイレ、入り口、

4.05μSv/h、女子トイレの入り口が 5.3μSv/h、ここは 30μSv/hあるのです。こっちは 70μSv/h

あるのです。この赤い所が 4.0μSv/h 以上ある、ホットスポットになっているのです。それは

もう、そうとう放射能汚染がある所なのです。 

 そういうところに、問題は、私、この間映画をつくってきて、主に政府の機関でいうと、経

済産業省の官僚さんたちと会ったり、原子力安全保安院とかエネルギー庁とか、そういう人た

ちを取材することが多かったんですけども、今回本当に、文科省がこれは駄目だなと、やっぱ

り、「どうしてこんなにも腐りきってしまったのだろうか」というふうに思うようになったの

は、3.8マイクロシーベルト事件というのがあって、それは今も継続しているんですけれども、

原子力委員が、「3.8μSv/h以下だったら、普通に生活しても問題ない」というふうに勧告した

のです。 

 そうするとさっき見たように、学校の校庭、ここ、学校なんですけど、学校の校庭だって、

高かったりするのです。それがまさしく、この放射能で汚染された砂漠で、サッカーをしてい

るここよりも高いのです。このイラクよりも放射線量が高い、福島の学校のグランドで体育の

授業を普通にやりなさいと。 

 そうすると、私は、小学校、中学校、高校の校長先生が、「何を言っているんだ」と、「文科

省おかしいんじゃないか」と、「そんな放射線の高い所で、子どもたちを普通に体育させたら、

被ばくしてしまうではないか、何を言っているんですか」と抗議をしてくださるのかなと思っ

ていたら、「はい、分かりました」という感じで、普通にやると。 

 そうすると、一般の教員のほうが、「それをおかしいんじゃないですか」と言ったら、校長

先生、教頭先生が呼びつけて怒ると。「国が安全だと言っているのに、君は何を言っているん

だ」と。郡山の PTAの集まりなんかで、お母さんが、「体育の授業を心配だからちょっと短く

してほしい」と言ったら、そこにいたほかの PTAのお母さんが、「国が安全だと言っているの

に、あなたは、そんな危険をあおるような、そんなことを言って、そんなに嫌だったら、あな

たが出ていけばいいのよ」みたいなことを、そのお母さんに返したら、この PTA 中の、時間
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を短くしてくれと言ったお母さん以外の全員が、拍手をしたというのです。 

 

何かおかしい ― 「無自覚の被ばく者」 

 なんかどこかずれていませんか。子どもを守るという観点が抜け落ちていますよね。ゆがん

でいませんか。それが今、その常識というか横行している、そこに、私はすごく不思議な、な

んか心の操作があるなと思うのです。その心の操作が、いったいどこから出てきているのかな

と。 

 東京だってそうです。東京にも放射能、たくさん飛んできました。そして私たちが食べてい

る食糧のほとんどは、この汚染を受けた地帯から、福島から群馬から、茨城から千葉から来て

いるわけです。そういうものは、今、政府の安全基準値と決めていますけど、実際みんな測っ

ているわけでもないし、ものすごくザルのように抜け落ちて、それまで事故前は入っていなか

った放射性セシウム、そして、今、日本政府が全く計測をしていないストロンチウム 90、さ

まざまな放射線物質が混入した食品を、私たちは事故前に比べて、そうとう食べざるを得ない

ような環境になった。 

 でも、国は、安全基準値以内のものしか、市場には流通しておりません。みんな本当に平気

でそれを食べて、そんなことを話題にもしない、まるで何もなかったかのような、とても原発

が 4つも爆発して、大量の放射能をまき散らした国に住んでいるとは思えないような、そうい

う日常が、瞬く間に東京を中心にして出現して、そういうことに対して、違和感というものを

持っている人たちが、肩身の狭い思いをしなければいけないということになっているのです。 

 すごくおかしいのです。そのおかしさが、私は心の操作と言いましたけど、福島の原発を爆

発させた、いわゆるトリガーというか引き金を引いた、理由がなければ爆発しないと思うので

す。それは地震、津波であったりしたかもしれない。もちろん多くはそれが原因です。ほとん

どは地震であり、津波が原因なのです。だけど、半分はもっと違うものが、人災的なそういう

要因もたくさんあるわけです。じゃあ、半分は自然災害としても、その半分の人災の部分の引

き金を引く糸に、私たちの心の糸がつながっているのではないかと私は感じるのです。 

 その心の糸は、同じ心の糸が、やはりこれは国が言っているんだから大丈夫だと、違和感と

か、おかしいじゃないかという常識とか直観とか、そういうものを、みんなと同じ方向に、「ま

あ、いいんじゃないの、大丈夫でしょう」というところに、同じ糸が引っ張っているんじゃな

いかなと思うのです。 

 その引き金を引いたのは誰だろう。それは私の映画を上映してくださっている、まだ小さい

お子さんを抱えたお母さんたちは、その引き金を引いた一人は、私だと。私たちのあいだに責
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任があるのだというふうに、感じている方が多いのです。何らかのかたちで、加担をしていた

のではないかというふうに、今、思っていらっしゃるわけなんですけど。 

 でも、ほとんどの人たちは、そういう無意識な、自分による自分の心の操作をして、あたか

も何もなかったかのように生きていけると、そして生きていくということを、無意識に選択し

ている。それを、この「ヒバクシャ」の映画に出てきた、肥田舜太郎さんというお医者さんが、

「無自覚の被ばく者である」と呼んでいます。 

 

「劣化ウラン弾」とは 

 ここで、劣化ウラン弾のことなんですけど、私もこんな放射線を出しているものが、転がっ

ているなんていうのは、現地に行ってみて、測ってみて、びっくりしました。「なんだこれは」

と。しかもそれが原発のごみ。あれっ、原発って、確か、「核の平和利用」と言ってたんじゃ

なかったっけ。でもそのごみを、劣化ウラン弾にして使って、子どもたちがその影響で、病気

になったり死んだりしているとしたら、それはおかしいんじゃないのか。 

 この写真〈◆3〉は、まさしく、そのエネルギーの問

題が凝縮していると同時に、政治的な欺瞞（ぎまん）と

いうか、言葉のなんか虚飾、うそつきみたいなものも、

手袋をひっくり返したように、バーンと出ているのです。

私はだから、自分の人生がキュッと方向転換をしたのは、

まさしくこのイラクにおいてだったので、いろんなこと

に気付かされて、それで方向転換せざるを得なくなった

んですけども。 

 まず、この劣化ウラン弾の「劣化」って何よと。まる

で放射線が低いかのような、少ないかのような印象を与

える、この言葉を巧妙に使っていますが、これは、れっ

きとしたウランなので、別に劣化も何もしていないので

す。ただ、天然界にある 2種類のウラン 235と 238のう

ち、238 だけを劣化と呼ぶことによって、何らかのイメ

ージを生み出している。 

 つまり放射線が、ちょっと少ないんじゃないのかというイメージを演出していますし、もう

一つは、この核の平和利用、平和利用、こんな戦争に材料を提供している原発が、どこが核の

平和利用なのか、やっぱり、すごく大きなクエスチョンマークが付く、「平和利用って、本当

◆３ 劣化ウラン弾（撮影：森住卓） 



ポスト福島の哲学 

126 

に平和利用なの？」、それはそうじゃないのです。 

 ないということは、多くの人たちに、日本の場合、理解されてこなかったと思うのですが、

私はすごく大きな疑問符を抱くようになりました。そして、放射能汚染がもたらされたわけな

んですけど、転がっていたこれが、ここにぶつかって、さんぜんと燃えて、その熱で溶かしな

がら、40cmもある装甲をぶち抜いて、破壊させるという非常に優れた戦争をする側にとって

みると、非常に優れた兵器なんですけど、その結果として、放射能汚染が起きても関係ないと、

こういうのを英語では、コラテラル・ダメージ（collateral damage）と言うのです。 

 

「最小限の犠牲」 

 つまり戦争という目的を達成するために、その戦争の目的は正しく正義であると。その正義

を達成するために、なんらかの犠牲が伴ったとしても、それはしょうがない。それを総称して

コラテラル・ダメージと呼んでいます。軍事用語なんですけれども、私も、ここから広島、長

崎に訪れた原発のことも、さかのぼっていろいろ知っていくことになったんですけども、その

原爆を落として、広島で 14 万人、長崎で 9 万人、そしてそこで、残留放射能で、内部被ばく

をした人たちも、何十万人という人たちが被害を受けて、その被害を最小限の犠牲だった、コ

ラテラル・ダメージと言ったのです。その最小限の犠牲を伴ってでも、目的を達成するという

のが、戦争なんですよね。 

 このあいだ、埼玉で上映会をしたときに、ある男性が、自分は被ばく 2世であると、そして、

「鎌仲さんは、こうやってすごく小さな、『内部被ばくを生き抜く』もそうなんですけど、すご

く小さな現場で生きている人たちの人生を撮影して、そして、ものすごく小さなところから、

まあなんか、世の中を変えようとしているみたいだけれども、そんな小さいんでいいんですか。

もっと、これは大きな物語、つまり、国際政治とか、核ロビーとかという国際的な機関が関与

している、大きな物語なのじゃないですか。それを、そんな小さなところからやっていて、間

に合うのですか」みたいなことを言われたのです。 

 これはなかなか、非常に鋭い質問だなと思ったんですけども、そこでその方とちょっと対話

をしたのです。そしたら、つまり、自衛隊の話になっちゃった、自衛隊は、軍隊にすべきだと。

日本は核の傘に入っているので、アメリカにおんぶにだっこしているけれども、やっぱりこれ

は自立するためには、自分たちで決断するためには、憲法 9条も変えて、そして、自衛隊は軍

隊にしたほうがいいし、徴兵制度も必要なんじゃないかという議論になったのです。 

 そうしたときに、彼自身が、第二次世界大戦は、アメリカや欧米の列強に植民地化されない

ために不可避だった。私は「そうやって日本の若者たちを 200 万人、アジアの人たちを 400
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万人、無駄に戦争で死なせておいて、それは、日本が植民地にならないために必要だったとい

うことですか」と聞いたら、「あれは最小限の犠牲だった」と言ったのです。最小限の犠牲と

いうのが、ものすごく拡大化していくなと。 

 今回も、福島原発事故がまき散らした、放射能汚染の被害、犠牲というものが、じゃ、どれ

だけの深さや、どれだけの広がりを持っているのかということが、やっぱりどんどんどんどん

矮小化
わいしょうか

されていくような、その矮小化というのは、いったい何を矮小化しているのかと言うと、

一人一人の命を矮小化しているのです。私はそう思います。 

 そして、その NHKで番組をつくるのが、もともとで、イラクに行ったわけですけども、帰

ってきて、私が撮影してきたものを編集して見せたら、NHKのプロデューサーたちが、非常

に知的な経験もある、そういう方たちが、一斉に、私の編集した番組を反米的だと言ったので

す。 

 そして、「この子どもたちが、がんになっている原因が、劣化ウラン弾のせいだというエビ

デンスが足りない。アメリカは、あんなものでは、子どもたちが病気になるはずがないと、劣

化ウラン弾が出しているのは、非常に弱い放射線だから、病気になるはずがないと言っている

のだ。鎌仲は、ちょっと取材してきたからといって、そういうアメリカのオフィシャルなコメ

ントに対して、NHKは、簡単にはそんなことは出せない」みたいなことを言われて。 

 

内部被ばくのしくみ 

 あの人たちは、国際的に、低線量の内部被ばくは無害だとプロパガンダされてきたのです。

しかも、内部被ばくという言葉そのものも、1998 年当時、彼らは知らなかった。なぜなら、

アメリカは、劣化ウラン弾が出している放射線は弱いから、人体に影響がないと言ったその根

拠は、こういうことだったのです。 

 人間の体がこうあって、そして、劣化ウラン弾は、微粒子になりました。空中にこう浮いて

いるのです。爆発したときに、たばこの煙よりも小さな 1億分の 1ミリ、ミクロン単位になっ

て、ものすごく軽く浮遊している、特に乾燥した砂漠地帯では、浮遊している状態です。ここ

で出している放射線が、一粒一粒が出す放射線は、なんとたったの 40 ミクロン、皮膚で止ま

ります。だから、こんなもので、こんな弱い放射線で、病気になるはずがないと、アメリカ政

府は言ったのです。 

 でも、内部被ばくというのは、これを呼吸で吸い込み、口からも吸い込み、体の中に入ると、

さっき距離の 2乗に反比例すると言いました。ちょっとこのスライドを飛び越していくと、そ

ういうのを図式化したものをつくってあるのです。こうです、40 ミクロン、細胞のすぐそば
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に沈着すると、細胞の核を貫いて、ブチブチッと切ってしまうということが起きます。たった

の 40ミクロンなんですけど、やはりこの至近距離は、そうとうのエネルギーがあるので、DNA

を切断する十分なエネルギーを持っています。 

 これが長崎大学で、世界で初めて撮影に成功したプルトニウムが、この劣化ウラン弾と同じ

アルファ線という放射線を出している、これ、40 ミクロンなのです。実写なのです。これ細

胞の核です。貫いています。これは長崎の原爆で亡くなった方の組織を、アメリカが標本にし

てあって、それを返してもらって、その標本のなかにあるプルトニウムが、放射線を発射して

いる様子を、撮影に成功したのです。 

 アルファ線というのは、今日、見ていただいた、『内部被ばくを生き抜く』のなかに、日本

のゲノム科学、つまり DNA、分子生物学の研究の第一人者である、児玉龍彦先生が出ていら

っしゃいます。児玉さんははっきりと、すごく遠くに飛ぶガンマ線、放射性セシウムという、

今、食品のなかに混入しているということで、問題になっている放射線セシウムは、ガンマ線

を出します。ガンマ放射線はずっと遠くまで飛び続けます。 

 ずっとおなかのなかに入っても、おなかのなかから、体を貫いて出てくるので、その人が、

どれだけ被ばくしているのかということを、測る装置をつくれるのです。ホールボディカウン

ターと言います。ところが、このアルファ線に関しては、たったの 40 ミクロンなので、体の

外に放射線は一切出てこないのです。だから測ることは不可能なのです。アルファ線による被

ばくは、今のところ正確に計測することは不可能です。 

 だけれども、ある医学会の失敗から学んでいて、昔、皆さんがエックス線、つまりレントゲ

ンを受けるときに、白い牛乳のようなバリウムという物質を飲む、あれはアイソトープといっ

て、非常に半減期が短い放射性同位体なのです。それにこのアルファ線を出す、同位体を使っ

ていた時期があったのです。ところが、それを飲んでレントゲンを撮っていた人たちが、10

年後にがんを多発したのです。 

 放射線のなかには、アルファ、ベータ、ガンマと、だいたい、あとエックス線などがあるん

ですけども、このアルファ線を出す放射性物質は、決して医療に使ってはいけないということ

を、その体験から医学会は学んだのです。だから、たとえ弱くてもアルファ線はしっかりと

DNAを傷つけるし、ミクロン単位なので、本当に劣化ウラン弾を撃ち合っていた、その放射

能雲をプルームと言うんですけど、いっぱいこの放射性物質を含んだ、気体のことを放射能雲

と言いますが、そういう気体が濃厚だったときには、そこで、その戦闘に参加していた米軍兵

も、イラク兵も何億個ぐらいの、そういう劣化ウラン弾の微粒子を体のなかに取り込んだと思

います。 

 そうすると、体の新陳代謝でおしっこに出てくるのです。だから湾岸戦争とか、イラク戦争
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で劣化ウラン弾に被ばくした兵士は、おしっこのなかにすごく出ていたのです。それは、劣化

ウラン弾を開発した米軍の担当が、自分のおしっこに出ているのを見つけたのです。それで、

自分の体のなかに、ものすごくそれが入っているということが、分かってしまったのです。さ

まざまな病気を引き起こしていて、まだ、いろんなことが分かっていないんですけれども。 

 

イラク・チェルノブイリ・「私」 

 そして、ちょっとまた戻って、「ヒバクシャ」にいきますと、私の原点は、子どもたちをも

うこれ以上、被ばくさせてはいけないと思ったのです。なぜなら、子どもたちから死んでいく

わけですよ、イラクなんて。この子 14 歳ですけど、ほとんどの患者が 5 歳前後でした。その

子たちは、助からないわけです。イラクは当時経済制裁もあって、なんと国連が、抗がん剤を

イラクに輸出してはいけないし、新しい医療情報も輸出してはいけないと、それで、湾岸戦争

で、散々社会のありとあらゆるインフラを破壊しておいて、もちろん医療のインフラも壊れて

いて、そこにも輸出してはいけないと。 

 そうすると、イラクのお母さんたちは、イラクの子どもたちなんか死んでもいいのだと、世

界中が言っていると、ものすごい孤絶した、その見捨てられたような、そういう気持ちのなか

で、病気になった子どもを抱いて、苦しんでいたのです。それを私は、例えばバグダッドの国

連の事務局に行って、「なんでイラクに輸出しちゃいけないんですか」と言うと、「抗がん剤か

ら大量破壊兵器をつくっちゃうかもしれないじゃん」みたいなことを、「どんな大量破壊兵器

が抗がん剤からつくれるんですか」と言っても、答えられもしないけれども、国連が決めてい

ると。 

 国連というと、なんかありとあらゆる、私は、権威とか常識とか、自分がこれまで世界だと

思っていたものが、イラクに行って、イラク人の目から世界を見たら、全くガラガラッと崩れ

ていった価値観というもの、たくさんあったのです。「それまで信じていたものはなんだった

のか」というぐらいに、打ちのめされました。 

 国連、WHO に対して、「おいっ」と思ったのは、このイラクに行ったのがきっかけです。

そして、チェルノブイリに、ついこのあいだ行ってきました。10 月 4 日に帰ってきたんです

けれども、そうすると、チェルノブイリで、今回の福島よりも多くの放射性物質が、まき散ら

されたということになっていますが、そこで出てきた放射性物質は、福島と同じなので、200

から 400種類ぐらいの、ありとあらゆる放射性物質が出ちゃったのです。 

 それなのに WHO は、甲状腺がんが増えたということだけしか認めていないのです。チェ

ルノブイリによって、どんな健康被害が起きたのか、それは 6,000人ぐらいの子どもたちが甲
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状腺がんになった、それ以外一切ないのです。そんなこと、あり得ることないじゃないですか。

甲状腺だけがんにするのですか、放射性物質は、ありとあらゆるところで遺伝子を傷つけると

いうのに、なんで甲状腺だけが。すごいおかしいのです。 

 実際に行ってみると、例えば 1986 年当時、1986 年から 1987 年にかけて、ベラルーシの小

児白血病センターという所に、そこに入院したすべての白血病と、小児がんの子どもたちの登

録もしてあるのです。2010 年とか 2009 年のデータを見せられて、「ヨーロッパと変わってお

りませんと。ヨーロッパで、10 万人当たりで子どもたちが、これだけ白血病や、がんになっ

ている数値と、ベラルーシでは、今、ほとんど同じでございます」という説明を受けたのです。 

 ちょっと待てと。そんな、今はそうかもしれないけども、昔はどうだったのか、なかなか昔

の出てこないのです。でも、たまたまその責任者が席を外したときに、アシスタントの私が代

わりにやりますと言って、パソコンからデータをどんどん引き出していったら、どんどんどん

どんどんどん出てきて、1986 年から 1987年のデータが出てきたのです。そうすると、ものす

ごく多くの子どもたちが、そこでその年 1年以内に、白血病で死んでいる、単位の桁が違う数

値が出てきたのです。でもそれも、WHOは、放射能が原因だということを証明することはで

きないとしています。すごく多くの謎があるのです。 

 だから私は、その末端というか、イラクが放射能汚染を受けたということ自体が、国際的に

まだまだ認知されておりませんし、はっきりと原発の爆発したチェルノブイリですらそうのな

のです。だからエネルギーの問題ではあるんですけれども、エネルギーだけの問題ではなく、

さまざまな問題をはらんでいて、この『六ヶ所村ラプソディー』をつくったのは、その劣化ウ

ラン弾を、私自身が電気を使いながら、私が出しているごみだということに気がついたので、

「このイラクの子どもたちを、そんな病気にして、殺しているような、いったい誰がそんなこ

とをするんだ」と思っていたら、「私だった」みたいな、私だったのか、なんですよね、日本

には 54基もあるので。 

 

六ヶ所村と原子力ムラ 

 劣化ウラン弾の原材料を、アメリカに、ものすごく供給しています。アメリカはそれから劣

化ウラン弾をつくって使って、今も使い続けると公言しているので、これはまず出口で、劣化

ウラン弾をもう使わない、地雷を使っちゃいけないというキャンペーンのような、劣化ウラン

廃絶キャンペーンも必要ですし、現地で、今でもどんどん増えているので、医療が届かない、

白血病やがんの子どもたちへの、特化した医療支援も必要だし、そして、もとから絶つという

ことで言えば、やはり日本が脱原発を果たす必要があるわけです。私のなかでは、すごくそう
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いうモチベーションがあって、そして、この『六ヶ所村ラプソディー』をつくりました。 

 と、話しているうちに、時間がもうこんなにたってしまった。もうやめなければいけません。

『六ヶ所村ラプソディー』では、菊川さんという、1 万 2 千人いる村人のなかで、ほとんど数

人しか反対していないのですが、その反対運動の一人の女性を取り上げています。六ヶ所村に

は、核燃サイクルという、日本中の原発から、毎年 1,000 トンの使用済み核燃料が集まってく

るんですけども、それを再処理して、プルトニウムを取り出すという工場を建設していますが、

本格稼働はまだです。 

 2兆 5千億円かけましたが、最後の最後でトラブって、いまだに本格稼働していないんです

けど、村の人たちのほとんどがそこで働いて、お金を得ているので、すでに村の人たちはそれ

を支持し、それがなければ自分たちの生活は成り立たないという、そういう立ち位置に追い込

まれているのです。菊川さんはふるさとを放射能汚染から守るために、孤軍奮闘をしているわ

けですけれども、周りから理解されてないというところが、菊川さんの最大の困難です。 

 いったいなぜ理解されないのかということなのです。推進派とか反対派というふうに、二項

対立の構図が固定化されている状態です。つまり推進派と反対派が、それぞれ推進と反対を唱

えて、対話がないという状態が、日本の場合、長く長く続いてきました。例えば、菊川さん、

もう一人、中学校時代の同級生である岡山さんは、もう六ヶ所村の最も推進の最前線、いちば

ん大きな勢力として、六ヶ所村でそういうことを推進している、その二人が、やはり同じよう

な言葉を言うのです。一方は「子どもたちの未来のために核燃は要らない」、他方は「核燃は

必要だ」と平行線をたどるわけなのです。このような二項対立の脱構築をしていかなければい

けない。 

 それで、これはちょっと余談なんですけど、私、六ヶ所村に 2年間通ったのです。特に推進

をしている村の人たちに、私のカメラに向かって、ちゃんと話して、何を考えている、何を思

っているのかということを、話していただくというのが、ものすごく難しかったです。反対す

る人たちは、そのメディアからの取材依頼があって断るということは、ほとんどない、一切な

い。もうとにかく自分たちは、少数派なので、自分たちの意見を聞いてほしいということで答

えるんですけども。 

 推進派は、黙っていても推進されるので、そんな出る意味がどこにもない。そんなものに出

て、何か失言でもしてしまったら、貧乏くじを引くので、そんな出ないに越したことはないと。

ありとあらゆる六ヶ所村の議員さんとか、商工会の原子力関連の仕事をしている人たちに電話

をしても、みんなに断わられました。そのうち、原子力委員のメンバーとか、あるいはその原

子力業界、原子力ムラのなかで、重要な役割を果たしている学者さんたちにも連絡をして、申

し込みましたが、みんなに断られました。 
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 原子力機構というのが、東海村にあって、そこの方にも申し込んだら、その方は、「私は、

あなたの取材に答える責任があると思う」と言ってくださったのです。この方、すごい非常に

人間性が、私から見ても、非常に人間的に魅力のある方だったので、申し込んだのですけど、

その方は、じゃあと OKしてくださったので、これはよかったと思って、取材の準備も、撮影

の準備も始めたら、原子力機構という組織そのものからお断りがきて、広報部がつまり、この

人が、私の映画に出ることによって、「六ヶ所村で、再処理工場を運営している日本原燃株式

会社さんに、何らかの迷惑がかかるといけないからお断りします」と言ってきたのです。 

 だから推進派といわれている、つまり原子力を支持している人たちに、取材をし、応じてい

ただくというのは、非常に難しかったんですけども、この岡山さんをはじめとして、何人かの

方たちに、映画に出ていただくことができたというのも、カメラを持たないで、通って、1年

間カメラを持たないで通って、一緒に会合に出たり、勉強会に参加したり、一緒に酒を飲んだ

りご飯を食べたりとかして、鎌仲という人間を分かってもらって、こんなに一生懸命通ってく

るんだから、しょうがないかというか、そんな感じに思われて、ようやく人間関係を築いた上

で、カメラが回り始めたのです。だから、そういう意味では、私のなかにも、実際に話してみ

て、誤解がたくさんあったと思います。 

 その、ただ推進派といわれている人たちのなかに、さまざまなグラデーションがあって、な

ぜ支持するに至ったかという事情というものも、非常にリアルに具体的に分かってくるという

プロセスがありました。単に批判するためとか、単に反対するために、私はこの映画をつくっ

たのではないのです。現実を理解して、それを解決するためには、どうしたらいいのかという

のを、考えるヒントにしていただきたいと思ったんですけど、そうやって足しげく六ヶ所村に

通って、いつも三沢空港の最終便に乗って、羽田に飛んでくるという生活を 2年間送ったので

す。 

 

光輝くソドムからハートの島へ 

 その度に飛行機に乗って、羽田空港の上空にさしかかると、こういう光景が見えてくるので

す。それは真っ暗な六ヶ所村、三沢空港から、だんだんだんだん光に向かって飛んでくるとい

う感じなのです。ものすごくまぶしく、東京は光輝いています。私はそれを、非常に危険な、

何万年も十万年も百万年もなくならないような放射性廃棄物を、天文学的なクオンティティー、

量、六ヶ所村に押し付けて、六ヶ所村の人たちは、それがなければ生活できないと思い込んで

いるけれども、被ばくしながら労働し、事故も起きれば、真っ先にやられるというような、そ

ういう状況の所から、そのまさしく放射性廃棄物を、日々生活のごみとして、大量に排出して
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いる都市、東京に向かって飛んできたときに、私は、これは、まるでソドムの市だと思ったの

です。 

 ソドムの市というのは、今、目の前のぜいたく、今、目の前の楽しみ、今、目の前にある食

べ物、今、目の前にあるエネルギーを、すべて今のうちに食い尽くそうとする人々の群れのこ

とを、ソドムの市と呼ぼうと思います。そこがここに集中しているなと、その東京に私はいる

なと、そういう思いがすごくしたのです。そこには、また分断があるのです。偏っている、も

のすごい偏りが、この国に起きているというふうに感じていました。 

 それでなんか、これを解決する方法を、探ろうということで、この映画をつくったのです。

『ミツバチの羽音と地球の回転』は、これは瀬戸内海、山口県に浮かぶ祝島、その対岸のこの

湾を埋め立てて、2基の原発を建設しようという中国電力、29年間戦って、いまだに建ってお

りません。埋め立ても進んでいない。でも去年の震災の直前までは、埋め立てを強行工事され

る寸前でした。ここでも小さな戦争のようなことが繰り広げられていて、それを、マスコミは

一切報道しようとしなかった。事故が起きたら途端に、いろいろ報道するようになりましたけ

ど。 

 そして、もう 1つは、スウェーデン。脱原発を国民投票で決め、脱石油もどんどん進めてい

る、エネルギーシフトの世界の最前線を取材したのです。それを 1本に統合して、融合させて

できたのが、この映画なんですけども、ぜひ見ていただきたい。東洋大学さん、ぜひ、この 3

本をライブラリー購入して、学生が見られるようにしていただきたいと思います。 

 未来のエネルギーをどうするのか。だから、原発がいいとか悪いとか、是とか非とかという

極端な議論をしていても、平行線。だけど、「100年後のエネルギーは、どうなっていますか。

100 年後の私たちは、どんなエネルギーを使っていたいですか」という問いを、「未来のエネ

ルギーをどうするのか」と問うたときに、原発を超えていく、いろんなアイディアとか、いろ

んなイメージとか、いろんな思念というものが、私は生まれてくると思います。これは祝島、

ハート型をしているのです。 

 

福島から遠く離れて 

 こうやって 3本つくったところで、東京で劇場公開をしていたら、震災が来て、福島原発事

故に至ったのです。今日、見ていただいた『内部被ばくを生き抜く』に関しては、本当に超特

急でつくりました。あまりにも情報が混乱し、その情報の混乱が、私たちにもたらしているも

のの本質は、格差、命の格差なのです。なるべくバランスのいいかたちで情報を出したいと思

って、『内部被ばくを生き抜く』をつくって公開しました。 
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 これは原発のことをいろいろ言っているのですが、ちょっと見ていただくと、今回、海に出

た放射性物質、このあいだ、土佐、高知県に行ったり、鹿児島に行ったりしましたが、もうす

でに、ここらへんの、マグロからも出ています。そしてこれは、大気に放出された放射性物質

の広がり、海洋、そして放射性セシウムの土壌の沈着。 

 そしてこれが、チェルノブイリ。チェルノブイリ原発はここです。ものすごく離れた所に飛

んでいったのです。『六ヶ所村ラプソディー』に、このアイリッシュ海に浮かぶマン島のシー

ンが出てきますが、ここにも飛んでいって、いまだにマン島のヒツジは、地表に放射性セシウ

ムがあるので、肉の汚染が 1,000ベクレル以上あるのです、26年たっても。食べられないので

す。 

 でも、こんな色が付いている所なんかも、すごいことになっているわけなんですけど、でも

ここらへんに、ずっと行ってきたのです。だけど、確かに 30km圏内に入って、あれが爆発し

た 4号炉という所に立って測ったら、15mSvでした。 

 15 マイクロ、ちょっと戻ってください。15mSv。となると、渡利ってどうなの？ 渡利す

ごいです。50mSv、70mSv なのです。あれ？ もうなんかチェルノブイリ原発の至近距離的

な放射線量がある。それなのに、しかも、この地図を見ていただくと、私が今、東京にいるん

ですよね。すっぽり入っています。 

 これはベラルーシの地図なんですけど、この薄い所で、この爆発した当時 20 代だった女性

に、甲状腺がんが多発していました。どんどんなっている。だから、時間、タイムスパンとい

うか、被害を及ぼす時間の長さが、ものすごく長いので、20 年後になった甲状腺がんを、こ

の事故のせいだというふうに証明する方法もないし、それを認めるつもりも、WHOにもあま

りないと思われますけれども、東京だって、事故前の 100万倍のヨウ素や放射性セシウムが飛

んできたのです。 

 その影響が出ないわけがないと思います。だって 210kmですから、東京は、福島原発から。

このベラルーシは 600km 離れているのです。ここらへん一帯が、病気の巣窟みたいな感じ。

それを本当にこれからどう捉えていくか、あるいは、どう予防していくかということなのだと

思います。 

 時間がないので、取りあえずここまでにして、あとは、質疑応答で答えていきたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 


