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「市民が測るということ、そこから見えてくるもの」藤田祐幸（元慶応大学教員）	 

	 

	 （司会の方が）楽しんでくださいと言われましたが、楽しい話はひとつもありません。私の

古い友人でもある鎌仲さんの映画を皆さん見ていただいたと思うのですけど、僕はそこはかと

なく悲しいんですね。そういうことを、さりげなく語れる世の中になってしまったということ

が本当に悔しくて、残念でならない。	 

	 

	 こういうふうになってしまうということは、ずっと前から分かっていた。少なくとも 1986 年

にチェルノブイリ原発が事故を起こして、その汚染地帯を僕は何年もかけてさまよい歩いて、

「絶対にこれは繰り返してはならない」ということを思いました。	 

	 

	 そして、1995 年に阪神淡路の大震災が起こったときに、「あぁ、もうダメだ。この国は地震の

激動期に入った。この地震国日本にある原発が、この地震激動期に保つはずがない。もうダメ

だ」というふうに思いました。「何としてでもこの悲劇を食い止めたい」「原発震災を食い止め

たい」と、原発震災を食い止めるためには、そして破局からこの国を救い出すためには「何と

してでもこの国の原発を止めなくてはならい」と、そう思ってきました。	 

	 

	 スリーマイル島の事故のときに、アメリカは情報公開の国でありますので、事故の経過につ

いては一分一秒単位で詳細に公開され、どのメーターがどういう値を示したときに運転員はど

ういう操作をして、その操作が正しかったのか間違っていたのかという、その判断の様子につ

いてまで公開されました。	 

	 

	 残念ながら、福島原発事故においては、まだ我々は何の情報も得ておりません。	 

	 

	 私はその 79 年から 80 年にかけて、そのスリーマイル島の事故の解析をすることによって、

原発というものが大破局を引き起こすということは分かった。これを何としてでも止めなくち

ゃいけない。そのためにこれからの科学者としての人生を使っていこうと思って、それ以来、

私のすべてを原発問題にかけてきたわけですが、残念ながら、この国に悲劇をもたらしてしま

った。それを防ぐことができなかったという絶望感ですね、これはものすごいものです。	 

	 

	 鎌仲さんが 311 以前に作った映画というのは、「もう目の前まで危険が来ている」ということ

を懸命になって訴える映像を作ってこられた。その鎌仲さんの警告を、そして石橋克彦さんが

提唱した「原発震災」という警告を、この国は無言で黙殺するという愚挙に出た。	 
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	 目の前に地震が来ている、浜岡原発が東海地震の直下型地震によって破壊されるということ

がもう明日にでも起こるということの恐怖から、関東で人生を終わるわけにいかない、関東に

いたら必ず関東が汚染される。しかし、何としてでも野菜を作りながら、自分たちの、子ども

たちの、孫たちの未来を見ていくためには関東に住んでいるわけにはいかないというので、5年

前に九州に引っ越しました。	 

	 

	 皆は僕のことを馬鹿にしました。オオカミ少年だと言い続けられてきました。今の日本の政

府を見ていると、まだオオカミは出ていないと思っているんです。もうオオカミがそこにいる

にもかかわらずですね。	 

	 

	 そういう状況の中で、私たちは 3.11 以降のこの国でどうやって生きていくかということを考

えたときに、放射能を測りながら生きていくという絶望的な手段を講じなくてはならなくなっ

た。本当に残念でならないし、悔しくてならないし、悲しくてならないですね。	 

	 

	 私たちが、おそらく日本で初めて測定器を市民で手に入れて測定をはじめたのは、1987 年の

10 月であります。	 

	 

	 事故の直後から日本に輸入されてくる食品、特にヨーロッパ地域から輸入されてくる食品か

ら放射能が検出されるようになりました。イタリアのスパゲティだとか、トルコのヘーゼルナ

ッツだとか、北欧のブルーベリーのジャムだとかから、きわめて強い放射能が検出されるよう

になりました。	 

	 

	 日本政府は 1kg あたり 370Bq という基準値で輸入制限をしました。それでも、370Bq/kg を超

えるものはたくさん見つかって、それは輸入されずに返送されていったわけですが、370Bq/kg

以下のものは合法的に店頭に並ぶようになりました。	 

	 

	 私たちは、町へ出てスーパーマーケットなんかに行って、いろいろなものを買いこんで測定

をしました。そのときには、まだ自前の測定器を持っておりませんでしたが、東京大学や京都

大学に私たちの仲間がいて、そこに測定器があったので、それを使って測りました。	 

	 

	 事故の直後は、僕自身の作っていた小松菜だとか、目の前の海に入ってひじきを取って来た

りして、それを毎日東京大学まで運んで、測定器で測ってもらって、目の前でザザザザザザザ
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とピークが立って行くのを見たときには、本当にもう背筋が凍る思いをしました。8000km も離

れたこの日本で、こんなものが出てくるということは考えられないことでした。	 

	 

	 まぁ、それはヨウ素が中心だったんですが、ヨウ素は早く減衰していきました。しかし輸入

食品のセシウムについては 370Bq/kg 以下のものが店頭に並んでいる。それに対して、僕たちは

どうしてもその 370Bq/kg という数字が容認できるものではない。何とか、これを引き下げろと

いうことで政府と交渉いたしましたが、政府は何ともならない。だんだん我々もイライラし始

めまして、「よし、測ろう」という決意を固め、それからお金を集めました。	 

	 

	 私たちの仲間の大先輩である水戸巌先生という、芝浦工大の先生でしたが、この方が 86 年の

12 月に剣岳で息子さんと一緒に二人で遭難されまして、その水戸先生のご遺族からのカンパも

ベースにしながら、私たちは測定器を購入することにしました。	 

	 

	 そして、87 年の 10 月 1 日に、放射能汚染食品測定室というのを開設1してですね、まず、そ

の辺に売っているものから測定しはじめました。	 

	 

	 そのときの対象は輸入食品なんですよね。ターゲットは輸入商社なわけですね。政府の基準

値以下であることで市場に出しているものを我々は測定して、「200 あるぞ〜！300 あるぞ〜！」

と言って、騒ぐ。これは明らかに「威力業務執行妨害罪」にあたるわけです。ですから、当然、

我々は「逮捕される」という覚悟を固めながら測定室運動を始めました。	 

	 

	 測定室を開設するにあたってメンバーの会議が開かれました。「誰が逮捕される要員となる

か？」ということが代表の資格ということで、私以外の満場一致で、私が逮捕要員として代表

に就任することになって、いまだに代表を務めておりますけども、私は逮捕されませんでした。	 

	 

	 弁護士もつけて、万全の体制を整えながら、データを公表するという行動をしたわけですが、

逮捕されませんでした。逮捕されなかっただけでなくて、市場に出回っているスパゲティやら

そういうものから、どんどんどんどん放射能が減っていったんですね。で、私たちは 10 月に活

動を始めて、88 年の正月を過ぎたころにはほとんど日本中の商店の食品から放射能が消えまし

た。	 

	 

                                            
1 「たんぽぽ舍」http://www.tanpoposya.net/main/index.php?id=202 
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	 結局、その輸入商社、あるいは食品メーカーの人たちは、僕たちと裁判で争うことが自分た

ちにとって利益にならない、ということを悟ったわけですね。今の皆さんは分かりませんが、

我々は「森永」というと「ヒ素ミルク」というふうに自動的に思い出すような、そういう時代

に生きておりました。ですから、どこどこ＝放射能ということを国民が記憶してしまうという

ことを彼らは一番恐れたのですね。	 

	 

	 でありますから、私たちの運動は 2～3 ヶ月でものすごい成果をあげた、ということになるわ

けですね。今まではデータというのは、誰か偉い人たち、大学の先生たち、あるいはどこかの

研究者とかから出てくるデータしか我々は与えられなかったわけですが、それを自分たちで自

前でデータを出していくという、そういう行動自身が世の中全体を動かすという成果を獲得し

たという点で、私たちの運動はひとつの目標を達することができたわけです。	 

	 

	 で、目標を達してしまった後が大変です。	 

	 

	 世の中から放射能が消えていきました。そうしますと、市民の関心が薄れてまいります。私

たちは検体を測定することで、対価を得て、そのお金で運動を維持していたわけです。ひとり

専従を置いているんですね。そして機械の維持管理をしなくちゃいけないわけですね。そのた

めには年間の予算が・・・というのがあるわけです。	 

	 

	 ところが皆さんの関心が薄れていくと、誰も我々に検体を依頼しなくなるんですね。たちま

ち運営が破綻しました。	 

	 

	 その当時、私たちがそういう運動をはじめたことが、あちこちに波及していきました。いろ

いろなところに測定器を置く運動がはじまったわけですね。主に自治体に対して、「測定器を買

え」「市民が管理する」、そういう運動が柏市であるとか武蔵野市であるとかあちこちで広まっ

ていって、我々はそれのネットワークを作っていったわけです。が、たちまちにして、運動の

成果によって、世の中の食品の汚染が軽減されていくことで世の中の関心が失われていって、

測定依頼が減っていって、我々の財政破綻を来す。こういう何だかよく分からない因果関係で、

私たちは破綻しました（笑）。	 

	 

	 しかし私たちは測定を止めることをしませんでした。なぜなら、この次はこの国の汚染を測

らざるをえない状況が起こるであろう、と。そのときに、今まで止めておいた機械のスイッチ
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を入れて測り始めて動くという保証はない。機械を活かし続け、測り続けながら、そのときに

備えようという決意を固めたんですね。	 

	 

	 そういう中で財政を維持しながら、組織を維持しながら、測定を続けていくことはたいへん

困難だったんですが、例えば生活クラブ生協であるとか首都圏コープであるとかいった生協運

動と連携しながら、生協で扱っている食品の放射能が N.D.であるというお墨付きを差し上げる

ということで測定費をお支払いいただくというだけでなく、それぞれの生協に対して「一年間

に何検体持ってこい」というふうに契約を結びまして、何とか運営費を獲得しながら、25 年間、

私たちは測定を続けてきたわけです。	 

	 

	 困ったことに、20 年ほどしたときに測定器が老朽化というか、コンピュータシステムが老朽

化しまして。25 年前っていうのは、自分でプログラムをして、走らせて・・・という時代でし

て、今みたいにメーカーが作ったあてがいぶちではなくて、自分たちの必要なものを必要なだ

け測定するというプログラムだったんですが、そのプログラムを走らせることのできるパソコ

ンが世の中から消えていってしまって、私たちは秋葉原に行って、古い昔の PC98 とか、もうぼ

ろぼろになったのを買って来て、部品を取り替えたりなんかしながら懸命に測り続けましたが、

20 年ほど経ちましてついに破綻したんですね。	 

	 

	 しかしもう運営費がかつかつで、維持するだけの運営費しか持っておりませんから、新しい

測定装置に取り替えるということのためには、新たに 400 万の予算が必要になります。そこが、

代表である私の腕の見せどころでありまして、あちこち、ユスったりタカったりしまして、半

年で 400 万をつくりました。どこをユスって、どこをタカったかということはあえて申しませ

んけれども（笑）、昔の全共闘運動時代の同士たちの今の生き様なんかと関係しながらですね、

どこをユスったら、金が出るってことが分かっていましたので。	 

	 

	 それで買い替えて、新しいシステムを順調に起動させる、習熟するっていうことがまだ完全

に終わっていないうちに、3.11 に直面しました。間一髪でした。いろいろプログラムの不具合

をメーカーと突き合わせしながら、いろいろ、いろいろ、手を打って、手を打ってしている真

っ 中に 3.11 が起きたわけです。	 

	 

	 その日から私どもの測定室は、何と言って表現していいか分からない。私たちはそれまでは

1Bq/kg の検出限界値をずっと維持しようとしてきましたから、測定時間は 72000 秒だったわけ

です。つまり一日に 1 検体。それを丁寧に丁寧に測るということをやってまいりましたが、去
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年の 3.11 以降、特に 4 月以降、1 日に何十検体も何百検体も入ってくるもんですから、1 検体

1000秒とか2000秒とか非常に粗っぽい測定をしながら、検体をこなすということになりました。	 

	 

	 で、ちょうど 25 年前に私たちが運動を立ち上げたときに、いくつかのところで同じように測

定室運動が広がっていったのと同じ現象がいま日本中で展開されている。	 

	 

	 しかし、あのときは、輸入食品を輸入元で止める、水際で止めるという、そういう戦いであ

ったし、ターゲットは輸入商社であり食品メーカーであったから、割とその戦いはすっきりし

た戦いであった。それにもかかわらず、問題はありました。	 

	 

	 そのとき、いろいろなことを発見しましたね。	 

	 

	 例えば、乳児用の粉ミルクですね。明治とか森永とか、雪印だとか、国産のそういう粉ミル

クを測っていきますと、雪印だけセシウムが検出されるんです。明治、森永は出ないんですね。

なぜかというと、明治、森永は人工的な配合飼料を食べている牛なんですが、雪印だけは北海

道の牧草地の牧草を食べて育っている牛なんですね。ですから、放射能が降って来たときに、

明治、森永の牛は全然被曝をしませんが、雪印は放射能が入るわけです。そのとき「どっちが

正しい牛乳か？」というと、これは放射能のある方が正しい牛乳なんだ、ということに直面す

ることにもなります。	 

	 

	 それから、私たちが水際で食い止めた汚染物、たとえば今の脱脂粉乳ですよね。「その脱脂粉

乳はどこに行ったか？」ということも話しておかなくてはいけないんですね。結局それは、国

際的な人道支援物資として、アフリカなどの子どもたちを助けるためのミルクとして使われて

いったわけです。そういう問題に直面したときに、「私たちがそれを水際で押し戻したことが正

しかったのか？	 どうなのか？」という問題に直面するわけです。本当に悩みました。	 

	 

	 チェルノブイリ事故が起こって 4～5 年したころでしょうか。今度は日本の牛の牛乳からも放

射能が出始めるわけですね。「なんでだろう？」と思いましたが、私たちは人間の食べるものの

輸入規制のところに働きかけをしてきたわけですが、家畜の飼料についてはまったく無防備だ

ったんですね。	 

	 

	 日本の牛や豚の赤ちゃんは産まれると母乳で育たないんです。母乳は全部人間の食品に取ら

れていってしまいまして、日本の牛や豚の赤ちゃんは、輸入の脱脂粉乳を与えられて育つんだ
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ということが分かったんです。	 

	 

	 その脱脂粉乳っていうのは、我々が人間用としてこれは到底汚染が酷いから受け入れること

ができないと拒否したものが、今度は飼料としてもう一度輸入されてきて、牛や豚の赤ちゃん

がそれを飲むということになっていて、僕たちは飼料にも目を光らせながら監視を続けるとい

うことをしていったわけです。	 

	 

	 そういういろいろな経験を僕たちはしながら、この 25 年間戦いを続けてきたわけですが、今、

その流れが多くの人々に共有されることになったことを喜ぶべきかどうかという問題になるわ

けですね。冒頭申し上げた、私の絶望的な思い、やるせない、悲しい想い、ということを見な

くてはいけない。	 

	 

	 私たちは外国から輸入されるというときに、その生産の現場、ドイツやフランスやイタリア

や北欧やあるいはウクライナやベラルーシの人々のことをあまり思わずに、個々の輸入業者と

の戦いをしていた。しかし今は、福島の汚染と向き合いながら、食べ物の安全を守るというこ

との意味がどういう意味合いのものになるのか、もっともっと僕たちは思いを深めなくちゃい

けないと思います。	 

	 

	 先ほどの鎌仲さんの映画は、僕はある意味で不満足です。	 

	 

	 彼女は、汚染地帯でも上映できるようにというキャパシティを広めて作ったものですが、私

たちは今、九州という非汚染地帯にいるわけですね。汚染地帯にいる人々の思いと、非汚染地

帯にいる我々との思いが、どういうふうにこの食品の汚染の問題を、ひとつの共有できる問題

になりうるのかという問題に我々は直面しているわけです。	 

	 

	 我々が「放射能が出た」といって拒絶するということと、汚染地帯を懸命になって除染をし

ながら、作物をつくってそれで生活の糧を得ようとしている汚染地帯の農民や漁民の人たちと、

いったい僕たちはどういうふうにして思いを切り結んでいくのか？	 やっぱり僕にはまだ解け

ない問題です。そのことの悩みとか苦しみについて僕の中で整理がつかないままです。決して

問題はクリアではありません。	 

	 

	 非汚染地帯の我々が自分たちの身を守る、自分たちの子どもを守るというその思いと、汚染

地帯で暮らしている人々の子どもを守るという思いと、そこをどうやってこの運動を通じて繋
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がっていけるのか？	 それはどうぞ、皆さんで考えていただきたいと思うわけです。	 

	 

	 私の今の思いを申し上げますと、これは実現不可能なこと、もうそんなことはできないのは

分かっていますが、あえて申しあげますと、「汚染地帯に人は住み続けるべきではない」「汚染

地帯で農業や漁業を続けるべきではない」。	 

	 

	 それは故郷を愛する人々の思いに対して、どんなにその言葉が残酷な言葉であるかというこ

とを承知しています。私はチェルノブイリの汚染地帯の農民たちと出会いながら、その何百年

も昔から先祖代々ここに暮らしてきたという人たちが、故郷を追われていく。しかし老人たち

がその故郷にまた戻ってきて、汚染の中で暮らしている。そうするとおばあちゃんがそこにい

るんだから、おばあちゃんのところで子どもを産むと言って、若い娘が汚染地帯にまた戻って

来る。そういう何百人もの人たちと出会いながら、この汚染というものが持っている、根源的

な悲しみというものと向き合ってきた私としては、本当にそういうことを言うのは残酷なこと

だと思います。	 

	 

	 僕たちがいま何を考えるべきかというときに、例えば再稼働だとか、瓦礫だとか、電気が足

りるとか足りないとかそういう瑣末な問題でなくて、屋久島の星川淳さんの本の中にあるよう

に、「セブンス・ジェネレーションズ」という問題。アメリカのネイティブの人たちが、昔から、

コロンブスが彼らを発見するずっと以前から、彼らは何か物事を決めるときには全員で集まっ

て決める。みんなの意見が一つになるまで、何年かかってでもいい。みんなで一緒の心になる

まで話し合いをする。その一緒の心になるときの唯一の判断基準は、「今これから決めようとす

ることが、7世代後のこの地に住む人たちにとってよいことであるかどうか？」という、たった

その一つだけで決めようということ。	 

	 

	 その考え方はヨーロッパにとって衝撃的なことであった。それまで、ヨーロッパにはデモク

ラシーなんて考えはかけらもなかったんですよ。コロンブス以降、たくさんの人がアメリカに

行って、ネイティブの人たちの思いを聞いて、それがフランス革命の導火線になり、ついには

アメリカの独立宣言にまで繋がってきたということを星川淳さんは書いておられ、僕はたいへ

ん感動したわけです。	 

	 

	 いま私たちは、そのことに思いをいたさなくちゃいけない。	 

	 

	 私たちは先祖から譲られてきた、この大地の非常に広域の部分を放射能に汚染させてしまっ
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た。これは 300 年という単位で考えなくてはならない。少なくとも事故が 100 年で収束するな

んて到底思えないし、いま福島で天日にさらされている放射能は 10 万年経っても消えない。そ

ういう問題と僕たちは否応なく向き合っているわけですから、50 年後、100 年後の人に対して

私たちが何をなすべきか？ということであるならば、「もうこれ以上汚染を広げない」「これ以

上被曝者を生み出さない」。そういう点にしかない。	 

	 

	 そうなると、汚染地帯の農業を止めて、九州には耕作放棄地もあるし、僕が今いる村だって、

みんな畑に出て耕しているのは 70、80 歳のじいちゃんばあちゃんばっかりですから、そういう

ところに汚染地帯の人たちを村ごと引き受けて、みんなで将来の日本の食糧を作るという、満

州の引揚者を受け入れたときよりも遥かに大きな規模でこの国を作り直していくということし

かできない。	 

	 

	 それはとんでもなく大変なことだと思いますけれども、いま私たちが測定運動というものを

どういうふうに位置づけるかというときに、技術的な問題として考えるだけでなくて、もっと

もっと「汚染というものとどう向き合うか？」というところまで視野を広げていただきたいと

思うのです。	 

	 

	 昨日は私は鹿児島におりまして、向原さんの選挙応援をしておりました。そして、先週は山

口に行きまして、飯田哲也さんの選挙応援をしてまいりました。昨日は東京で首相官邸前に 20

万人とも言われる人々が集まりました。これはまさに維新でありましてですね。奇しくも、薩

長が共に脱原発派の知事候補が立ち上がったわけです。大阪城はもろくも崩れ去りました。江

戸本丸の周りには、数十万の市民が押し掛けているという状況があります。この薩長同盟とい

うものが新しい日本を作り替えていく起点になりはせんか、ということに私は希望を抱いてお

ります。そして、落城した大阪城を乗り越えて、江戸本丸に攻め上る、そういう時がいま来た

んではないかと思っております。ぜひ、こうしたことに関しても皆さんの支援を集めていただ

きたい。そして、はっきりと「原発いらん」という人たちを知事の座に押し上げていくという

ことに、当面は私たちの全力を傾倒していきたいと思っています。	 

	 

	 時間が来ました。即興で喋りました。終わります。希望の話はありません。	 


