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１
、
(編集部注）連載中から読者の注目を集めた｢防護服の男」。 炊事や配膳はみんなで手伝う。
原発震災直後の状況がリアルに再現されている。この11
１、お互い遠慮するのはやめよう……。
回連載の全文を次号と２回に分けて掲載する(今号８回分）。

ギリシャ神話によると、人類に火を与えたのはプ
ロメテウスだった。
火を得たことで人類は文明を発達させた。化石燃
料の火は生産力をさらに伸ばし、やがて人類は原子
の火を獲得する。それは「夢のエネルギー」とも形
容された。しかし、落とし穴があった。
プロメテウスによって文明を得た人類が、いま原
子の火に悩んでいる。福島第一原発の破綻(はたん)
を背景に、国、民、電力を考える。

(1)「頼む 逃げてくれ」
福島県浪江町の津島地区。東京電力福島第一原発か
ら、約30キロ北西の山あいにある。
原発事故から一夜明けた3月12日、原発10キロ圏
内の海沿いの地域から、1万人の人たちが津島地区
に逃れてきた。小中学校や公民館、寺だけでは足り
ず、人々は民家にも泊めてもらった。
菅野(かんの)みずえ(59)の家にも、朝から次々と
人がやってきて、夜には25人になった。多くが親戚
や知人だったが、見知らぬ人もいた。築180年の古
民家を壊して、新築した家だ。門構えが立派で、敷
地は広い。20畳の大部屋もある。避難者を受け入れ
るにはちょうどよかった。門の中は人々の車でいっ
ぱいになった。
「原発で何が起きたのか知らないが、ここまで来
れば大丈夫だろう」人々はとりあえずほっとした表
情だった。
みずえは2台の圧力鍋で米を7合ずつ炊き、晩飯は
握り飯と豚汁だった。着の身着のままの避難者たち
は大部屋に集まり、握り飯にかぶりついた。
夕食の後、人々は自己紹介しあい、共同生活のルー
ルを決めた。
１、便器が詰まるのを避けるため、トイレットペー
パーは横の段ボール箱に捨てる。

人々は菅野家の2部屋に分かれて寝ることになっ
た。みずえは家にあるだけの布団を出した。
そのころ、外に出たみずえは、家の前に白いワゴ
ン車が止まっていることに気づいた。中には白の防
護服を着た男が2人乗っており、みずえに向かって
何か叫んだ。しかしよく聞き取れない。
「何？ どうしたの？」みずえが尋ねた。
「なんでこんな所にいるんだ！ 頼む、逃げてくれ」
みずえはびっくりした。「逃げろといっても……、
ここは避難所ですから」
車の2人がおりてきた。2人ともガスマスクを着け
ていた。「放射性物質が拡散しているんだ」真剣な
物言いで、切迫した雰囲気だ。
家の前の道路は国道114号で、避難所に入りきれ
ない人たちの車がびっしりと停車している。2人の
男は、車から外に出た人たちにも「早く車の中に戻
れ」と叫んでいた。2人の男は、そのまま福島市方
面に走り去った。役場の支所に行くでもなく、掲示
板に警告を張り出すでもなかった。
政府は10キロ圏外は安全だと言っていた。なのに
なぜ、あの2人は防護服を着て、ガスマスクまでし
ていたのだろう。だいたいあの人たちは誰なのか。
みずえは疑問に思ったが、とにかく急いで家に戻
り、避難者たちにそれを伝えた。

（2）ガソリンが尽きるところまで避難しよう
3月12日夕、菅野みずえは自宅に駆け戻り、防護
服の男たちの話を避難者に伝えた。
議論が始まった。
「本当に危険なら町や警察から連絡があるはずだ。
様子をみよう」やっと落ち着いたばかりで、みんな
動きたくなかった。
しかし深夜、事態が急変する。数台のバスが、避
難所になっている公民館に入って行った。それに避
難者の1人が気付く。バスの運転手は「避難者を移
動するのだ」と言ったという。

役場職員も区長も、みずえの会った防護服の男を
当時、浪江町は、逃げ遅れた20キロ圏内の町民た
ちを、津島地区まで、バスでピストン輸送していた。 見ていない。しかし、みずえは、見聞きしたことを
しかし、みずえはそんなことは知らず、やはりここ しっかりメモに書きとめていた。
15日早朝、前日の3号機に続いて、2号機で衝撃音
は危ないのではないかと思った。みずえは寝ていた
がし、4号機が爆発した。政府は初めて20~30キロ圏
人々を起こし、再び議論となった。
多くは動きたがらなかった。しかし、一人の女性 内の「屋内退避」を要請する。
が「みんながいたら、菅野さん家族が逃げられない
津島地区の住民が避難したのはそのころだった。
でしょう」といった。それで決まった。
町長の馬場有らが、14日の3号機の爆発をテレビで
「車のガソリンが尽きるところまで避難しよう」。 知り、隣の二本松市に、15日から自主避難すること
深夜0時すぎ、若い夫婦2組が出発した。2月に生ま を決めたのだ。
れたばかりの乳児や、小さい子どもがいた。夫婦は
福島第一原発の正門では、15日午前9時に、毎時1
最初、「こんな深夜に山道を逃げるのはいやだ」と 万1930マイクロシーベルトの高い放射線量が観測さ
渋ったが、「子どもだけでも逃がしなさい」とみず れた。それでも、枝野の発言は楽観的だった。
えがいい、握り飯を持たせた。
「放射性物質の濃度は、20キロを越える地点では
翌13日の朝食後、再び話し合った。前夜「逃げな 相当程度薄まる。人体への影響が小さいか、あるい
い」といっていた若い夫婦連れが「子どものために はない程度になっている」「1号機、2号機、3号機
逃げます」と言った。年配の女性が、夫婦に自分の とも、今のところ順調に注水が進み、冷却の効果が
車を貸した。「私は1人だから、避難所でバスに乗 出ている」
原子炉が、12日のうちにメルトダウンを起こして
るわ」
夕方までには、25人全員が福島市や郡山市、南相 いたことが国民に知らされるのは、後になってから
馬市などへそれぞれ再避難した。
だ。12日朝、浪江町で交通整理などにあたる警官が、
みずえは近くの家で避難している人たちにも、防 防護服を着用した。
護服の男たちのことを伝えた。1人が笑って答えた。 「警官はなぜあんな格好をしているのか」。住民
「おれは東電で働いていた。おれらのつくった原 は不安を抱いた。
発がそんなに危ないわけねえべ」男は原発事故から
浪江町議会議長、吉田数博(65)は津島地区の警察
ではなく、津波から逃れてきたのだ。みずえはこれ 駐在所を訪れ、「不安を与えるので防護服は着ない
で気が抜けた。みずえと長男の純一(27)は避難を取 でほしい」と要請した。吉田はいう。「知らないの
はわれわれだけだったんだ」
りやめた。
純一は避難所の活性化センターの炊き出し係で、
握り飯をつくっていた。「おれだけ逃げるわけにい (4) 殺人罪じゃないか
かないよ」このとき津島地区から10キロほどの地点
SPEEDI(スピーディ)という、コンピューター・シ
で、30マイクロシーベルト用測定器の針が振り切れ
ていた。
ミュレーションがある。
政府が130億円を投じてつくっているシステムだ。
放射線量、地形、天候、風向きなどを入力すると、
(3) 警察官、なぜあんな格好を
漏れた放射性物質がどこに流れるかを、たちまち割
3月13日に、菅野家の25人が出て行った後も、津 り出す。
島地区の避難者は、大半が残っていた。避難指示は、 3月12日、1号機で水素爆発が起こる2時間前、文
12日午前5時44分に、10キロ圏内に拡大。1号機が水 部科学省所管の原子力安全技術センターが、そのシ
素爆発した後、午後6時25分に、20キロ圏内に広がっ ミュレーションを実施した。
放射性物質は、津島地区の方向に飛散していた。
た。
しかし、官房長官の枝野幸男は、12日夜の記者会 しかし政府は、それを住民に告げなかった。
見で、「放射性物質が大量に漏れ出すものではない。 SPEEDIの結果は、福島県も知っていた。12日夜に
20キロ圏外の地域の皆さんに、影響を与えることに は、東京の原子力安全技術センターに電話して、提
はならない」と語った。要するに、たいしたことは 供を求め、電子メールで受け取っていた。しかし、
ないが、念のため避難してくれ、という趣旨だ。人々 それが活用されることはなく、メールはいつの間に
は、30キロの津島地区は安全だと信じていた。
か削除され、受け取った記録さえもうやむやになっ
東電の社員が、12日と13日に、浪江町の津島支所 た。
を状況報告に訪れた。彼らは防護服ではなかった。
3月15日に津島地区から避難した住民に、県からS
「ここは危ない」ともいっていない。菅野みずえが PEEDIの結果が伝えられたのは、2カ月後の5月20日だっ
会った男たちの様子とは大きく違っていた。
た。県議会で、この事実が問題となったためだ。

福島県の担当課長は5月20日、浪江町が役場機能 月の赤ちゃんを抱えた次女一家7人と、長女一家4人
を移していた二本松市の東和支所を、釈明に訪れた。 を、夜中に逃がした。翌13日夕、みさ子も発った。
「これは殺人罪じゃないか」町長の馬場有は、強く
行くあてはなかったが、「少しでも遠くに」と郡
抗議した。馬場によると、県の担当課長は涙を流し 山市を目指す。郡山市では、避難して来る人たちの
ながら「すみませんでした」といい、SPEEDIの結果 放射能測定をしていた。みさ子に測定器が向けられ
を伝えなかったことを謝ったという。
ると、針が大きく振れた。「私、死んじゃうの？」
知らされなかったのは、SPEEDIの情報だけではな と、測定係に叫んだ。
い。福島県は、事故翌日の3月12日早朝から、各地
その晩は、車で寝た。15日朝、地震当時は相馬市
域の放射線量を計測している。
にいた夫(54)と、携帯電話でようやく連絡が取れた。
同日午前9時、浪江町酒井地区で毎時15マイクロ 会津若松市で合流し、新潟県経由で、22日、姉が暮
シーベルト、高瀬地区では14マイクロシーベルト。 らす春日井市に逃れた。
国や東京電力から、的確な指示が一切ないまま、1
浪江町の2地点は、ほかの町と比べて、異常に高い
数値を示した。1号機水素爆発の6時間以上も前で、 2日間の逃避行だった。
近くには大勢の避難民がいた。
｢原発は安全｣これまで、そんな説明を何度も聞
これらの数値は、6月3日に経済産業省のHPに掲載 いていた。それを前提とした生活が、すべて崩れた。
しかし、原発のおかげで、住民が恩恵を受けてき
された。しかし、HPにびっしり並ぶ情報の数字の中
たのは事実なのだ。「原発だけ悪いなんて、私たち
に埋もれ、その重大さは見逃された。
8月末、浪江町の災害救援本部長、植田和夫にそ はいえないのよ」みさ子はため息をつく。
れらの資料を見せると、植田は仰天した。「こんな
の初めて見た。なぜ国や県は教えてくれなかったの (6) ハエがたかっていた
だろう」
谷田(やつだ)みさ子(62)は、浪江町で生まれ育っ
菅野みずえはいう。「私たちは、国から見捨てら
た。中学生のころ、東京電力が、福島第一原発づく
れたということでしょうか」
りを始めた。高校卒業後、上京して就職したが、1
年半で浪江町に戻った。そのあとは東電一色の生活
(5) 私、死んじゃうの？
だった。
結婚し、3人の子を育てながら、焼き鳥屋をやった。
菅野みずえの家にいた25人の人々は、その後どこ
に向かったのだろう。
客は、原発で働く作業員たちだった。その後は、東
その一人、谷田(やつだ)みさ子(62)はいま、愛知 電の社員寮に勤める。昨年の夏まで10年間働いた。
県春日井市の市営住宅で避難生活を送る。みずえの 食事をつくり、若い社員らに「やつだっち」と呼ば
遠い親戚だ。同じ浪江町の小野田地区に家がある。 れて慕われた。女子寮には、女子サッカーのなでし
みずえの家からは約20キロ海寄りで、福島第一原発 こジャパンで活躍した鮫島彩選手らがいた。「みん
ないい子でかわいかったです」子供たちの手が離れ
から10キロ以内の距離にある。
3月11日午後、自宅で地震に襲われた。翌12日早 てからは、東電の管理職の寮に住み込んだ。
思い出すのは選挙の時の東電の力の入れようだ。
朝、隣の双葉町に住む次女一家が「ここは危ないか
ら逃げるのよ」と駆け込んできた。朝９時、家を出 町長選挙や県議会議員選挙があると、寮の食堂が、
東電幹部らの待機場所となった。支援候補が当選す
た。
みずえの家がある津島方向に向かう国道114号は、 ると、幹部はそろってお祝いに駆けつけた。「電力
すでに大渋滞。国道6号に出て北に進み、南相馬市 会社は政治とがっちりつながっているんだな」と感
小高区の長女宅に向かう。ここで、1号機の水素爆 心した。
これまでの人生の半分以上を東電とかかわってき
発を知り、さらに全員で津島を目指した。
みずえの家に着いたのは、夕方6時を回っていた。 た。にもかかわらず、今度の事故では、東電から何
他の避難者が、炊き出しの握り飯を食べ終わったと の情報もなかった。愛知県春日井市に避難してから
ころだった。
は、いっそう情報が入らなくなった。福島県の地元
一日中走り回って疲れていたが、避難者の会議に 紙を郵送してもらい、隅から隅まで目を通す。
は出席した。共同生活ルールのうち、使用済みトイ
これから生活はどうなるのか。補償はどうなるの
レットペーパーを段ボール箱に捨てるよう提案した か。不安だらけだ。
のはみさ子だった。以前メキシコ旅行をしたときの
6月、浪江町の家に一時帰宅した。冷凍庫は地震
経験を思い出したからだ。
でひっくり返ったままで、腐った食材にハエがたかっ
しかし、ほっとしたのもつかの間、白い防護服の ていた。
男たちの警告を、みずえから聞かされた。生後1カ
8月末、自分の車を引き取りに、再び福島に戻っ

た。夫が車を運転し、春日井市から高速道路で8時
間かかった。広野町の体育館で防護服に着替え、用
意されたバスに乗り込んだ。バスが止まると、首輪
をつけた2匹の犬が、足元に寄ってきた。途中、道
ばたで、猫が2匹死んでいるのを見た。
「一歩間違えたら、私たちがああなっていたのかな」
事故後、長女は郡山に、次女は新潟に、家族は散
り散りになっている。9月、福島県の仮設住宅に入
居を申し込んだ。「福島は何十年も暮らした土地で
すから。戻りたい」涙がこぼれた。

ないか」と返してきた。真理子は「とにかく早く来
なさい！」と叱った。
責任のある人たちは、だれも両親を助けてくれよ
うとしなかった。真理子にはその不信感だけが残る。

(8) 「ふるさと」歌えない

菅野みずえの家に避難した門馬洋(67)は、元高校
教師だ。福島第一原発がつくられた40年前から、反
原発運動にかかわっていた。当時住んでいた、楢葉
町(ならはまち)の町営住宅に、住民3人が集まって
始めた運動だ。県知事や町長らに、危険性を訴え続
(7) 早く東京へ来なさい
けた。東京電力とは、数年前から毎月1回交渉し、3
東京に住む娘の携帯電話の指示で、転々と避難を 月22日も交渉が予定されていた。
続けた者もいた。菅野みずえの家に避難した、門馬
原告404人で、隣の福島第二原発について裁判を
洋(もんま・ひろし)(67)と昌子(しょうこ)(68)の夫 起こしたが、負けた。そのとき、仙台高裁の裁判長
婦だ。
が述べた言葉を、今もはっきり覚えている。
自宅は、浪江町の権現堂地区で、原発まで10キロ 「反対ばかりしていないで、落ち着いて考える必要
内。3月12日朝、町の防災無線が「津島に逃げてく がある。原発をやめるわけにはいかないだろうから」
ださい」と避難を呼びかけた。車で、知り合いのみ
それから21年。原発は安全だという幻想は、あっ
けなく崩壊した。
ずえの家に避難した。
「東京電力の想定がいかに甘いか。そのために多
菅野家には昼前に着いた。昌子はみずえの炊き出
しを手伝い、お握りを握った。夕食後、25人の避難 くの人に、どれだけの被害を与えたか。いったいど
民たちが自己紹介しあった。知り合いが何人もいた。 う責任を取るつもりなのか」
みずえから、白い防護服の男たちの話を聞かされ
しかし、浪江町が今回の事故で、「殺人行為だ」
たときは、夫婦はずるずる居残った。しかし、翌13 と、国や東京電力を非難していることについても、
日朝、再びみずえから逃げるようにいわれ、昼前に 同様に違和感がある。浪江町にも、東北電力の原発
建設計画が、40年前からあった。浪江町議会が、誘
菅野家を出発した。
とにかく北へ逃げようと、南相馬市を目指した。 致を求めていたものだった。昨年、町内会の会合で、
コンビニも商店も閉まっていた。レストランを見つ 町議が洋を見ながらいった。「原発で浪江町の未来
けた。納豆定食が残っていたので、それを食べた。 は明るくなる。門馬先生は反対でしょうが……」
3軒のホテルに断られ、ようやく見つけたホテルに
7月に一時帰宅したとき、線量を測った。家の近
泊まった。
くで、毎時4マイクロシーベルトあった。
畑には、大きな柿の木がある。長女の真理子(36)
14日夜、福島空港から飛行機に乗り、15日に東京
の長女と合流した。長女の真理子(36)は地震のあと、 が生まれたときに、植えたものだ。300個以上の実
両親の携帯を呼び続けた。11日の地震直後に一度通 をつけた年もあった。「もう実がなっても食べられ
じただけで連絡が途絶える。後はメールだけだった。 ませんね。汚染されてしまったから」
しかし、メールの返信も途絶えた、12日の午前8
30年ほど前、町内の体育館を借り、東京の劇団を
時43分。「お父さんとお母さんの無事を、神様にお 呼んで、放射能漏れ事故をテーマにした劇をやった
祈りしています」
ことがあった。
テレビやインターネットで、原発事故の新しい情
原発事故で町民が逃げ惑う、というストーリーだっ
報を必死で探し、両親に送り続けた。1号機が水素 た。それが現実になった。
爆発した12日の午後９時。真理子は、テレビで専門
夫婦は、東京都北区の団地に、身を落ち着けてい
家が「大丈夫」と言っているのを聞いた。「爆発は る。家賃は、13万5千円と高いが、長女の家の近く
外壁だけで、放射能をまき散らすものではなかった に住むため、そこに決めた。東京電力からもらった
と判明」そんなメールを送った。大変な誤りだった。 仮払金100万円を、家賃の支払いにあてる。
両親が、南相馬市に再避難した13日には、「女川
洋は、福島にいたころから、合唱が好きだった。
原発まで放射能が飛んでいる。そこも危ない。東京 7月、北区で、合唱団の催しがあるのを知り、妻の
昌子(68)と参加してみた。兎(うさぎ)追いしかの山、
に来なさい」
そして14日の正午。「3号機が11時半に爆発した。 の「故郷(ふるさと)」を歌った。洋も昌子も途中で
早く東京へ」父は「そこまで行かなくてもいいじゃ 歌えなくなった。

