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都知事選から考える都知事選から考える
高 田　一 路 

今回の都知事選では、田母神氏が若者層から、

かなりの票を集めたという私にとっても衝撃的

な結果を見たが、その分析は政治学者や評論家

に任せるとして、ここではいつものことながら

選挙が終わり当選者が決まってしまうと急速に

政治（都政）に対して関心興味をうすれさせ、

いわゆる日常生活（al-ways）に戻ってしまうと

いう一般的傾向（私もそうだが・・）を何とか

克服する必要があることを述べたい。

私たちの生活に影響を与えるのはだれを都知

事に選ぶかだけでなく選ばれた知事が都行政の

最高責任者として、どんな都政をしくか（しき

つつあるか）をよく監視し公約に反したり、あ

るいは私たちから視て不当だと思う施策を行う

場合は直接、間接に強い抗議・反対運動

（チェック）を行うべきではないか。それが二

元代表制にもとづく現在の民主主義政治という

ものだろう。

そのためには，舛添知事の選挙公約（口約束

も含め）当選後のパブリックな発言記録は、各

人がこれを保存し折にふれチェックすべきでは

ないかと思う。

選挙をお祭り（ハレ）に終わらせないために

も日常（ケ）での政治・行政に対する厳しい

チェックを心がけていきたい。

（玉川学園在住）

講談で訴える原発講談で訴える原発

神田香織神田香織  の語りをの語りを

聴いて聴いて

武 内　和 美 

去る 3 月 12 日、市民フォーラム・ホールで講談

師神田香織が語る「今ふるさと福島は～」を聞き

に出かけました。

張り扇を手にさっそうと登場の神田氏は、28 年

前から「はだしのゲン」（原作：中沢啓治）、10

年前から「チェリノブイリの祈り」などを演目と

して語り続け、「軍事」「平和」等、呼び方如何

に拘わらず核利用のもたらす結果の惨たらしさに

変わりはないと訴えてきました。

この日は、演目の一部を音響などを加える立体

講談という形で聞かせてくれました。語る言葉は

独特なリズムとスピード・強弱・高低があって、

声の張りになめらかな滑舌が一体となって（語勢

というそうです）、人の感情や情況を表す師の声

が臨場感を増していきます。目を見張りながら口

を開けている間に自然と涙がこぼれてきました。

虐げられた魂の叫びとその開放が感じられたから

なのでしょうか。

福島の現状も放置されたまま原発再稼働だ、輸

出だと人間として腹の底から怒りを覚えるような

動きが平然と進んでいます。自ずと進んでいるの

ではなく、進ませている気運があるはず。これこ

そを廃しなければなりません。神田氏の言われる

ように「明るく、楽しく、しつっこく」です。

（当会会員　成瀬在住）

「はかる～む」での放射能測定「はかる～む」での放射能測定　　
瀬 尾　武 英 

「はかる～む」（町田放射能市民測定室）が

活動を開始して一年が経過しました。この間の

測定で特徴的な事柄を町田地域に限定し、測定

員としての私の個人的な感想として書かせてい

ただきます。

この地の農産品では、家庭で栽培している果

樹のケースが印象に残っています。2013 年の冬

から春にかけて測定したデータから、この時期、

10 Bq/Kg（以下 Bq/kg を Bq と表します）に近い

汚染はかなり広範囲にあったと推測しています。

柑橘系が多く、次にブルーベリー等ベリー類

です。春には筍をよく測りました。町田市産筍

の測定結果は、セシウム合計値で、低いもの

3.9 Bq、 高いもの 14.2 Bq でした。HP にデータ

を公開していますのでご覧下さい。
(http://hakaroom.org)

次に土壌についてです。東京新聞に報じられ

た、市民グループが共同で実施した町田市土壌

の放射能測定の結果では、セシウム合計 

100~200 Bq位を中心に測定値が分布しています。

私たちは、これに加えて更に特筆すべき状況が

存在し、しかもそれが市民に最も身近な場所に

あることに気づきました。アスファルト道路の

端に堆積している土壌です。昨年 4 月までに町

田市各地で 13 検体を採取して測定した平均は

1,800 Bq(有効数字 2桁)。3,600 Bq ~ 810Bq でし

た．土壌でもう 1 つ異質な測定値を示したのは、
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雨樋の下から採取した場合です。市内でも、

7,400 Bq を検出したケースがあります。一方、

公園や庭等上記 2 種を除いた場所の土壌では

800 Bq を超えたケースはありません。

道路上に土が残っていればそこに放射性物質

が集まる。雨樋の下には屋根全体に積もった放

射性物質が全て集まる。大人がこれを知ってい

れば、子ども達を汚染の危険からかなりの程度

守ることが出来ます。

大事なことは、何よりも先ず測定によって真

実を知ることだと思います。そしてそれを広く

知らせ、みんなで対策を考える事です。一番危

険なことは、真実を人々から遠ざける事です。

こうした危険が高まる一方に思える最近の状況

の中で、真実を知るための行動はその重要性を

高めていると私は感じます。

（当会会員、「はかる～む」測定員）

【お店訪問】【お店訪問】

あらい青果店あらい青果店
Sachi  

以前は玉川学園に五軒あった青果店が、今では一

軒のみです。その唯一の「あらい青果店」は玉川学

園で 40 年位営業をしています。おじいさんからお

孫さんまで協力しての明るい家族経営のお店で、店

頭には毎朝 3時過ぎに息子さんが市場から仕入れて

きた新鮮な青果物が並び、多くの顧客を惹きつけて

います。今年 90歳になられる長老の「おじいさ

ん」にお話を伺いました。

福島原発事故による放射能

汚染については「関心が無

かったとは言えないが、市場

で“検査済み”だから信頼し

てきた。市場では東北産の青

果物は減った。お客にそれ程影響は無かった」との

こと。それからここにお店を開くまでの話になり、

戦争の経験を語ってくれました。「昭和 19 年入隊、

満州で終戦を迎え、部隊ごとシベリアに抑留され、

激寒の地で 4 年間を炭鉱や鋳物工場で過ごした。飢

えと寒さの日々で，凍土で仲間の埋葬も出来ず、ま

ゆげにツララの出来る状況、約 60万人連行された

が 6万人近く死亡・・・」

戦争経験者の話しは重く衝撃的で、改めてしっか

りお聴きしたいということでお別れしました。お忙

しい中、ありがとうございました。

（当会会員　玉川学園在住）

四方山ばなしシリーズ四方山ばなしシリーズ    No.5No.5

藤 井　石 根 藤 井　石 根 

～～どんな感じなの？どんな感じなの？

原発稼動による死の熾の殖え具合原発稼動による死の熾の殖え具合は～は～

原子力発電（以下、原発）の最たる脅威はこ

のシリーズで既に述べましたように次々に産み

出されてくる「死の熾」です。しかも原発は系

の発電効率の低さから大量の温排水も吐き出し

て地球温暖化にも大きく加担しています。それ

では原子炉の中の核分裂はどれ程のペースで死

の熾を産み出しているでしょうか。そこで、こ

の度の四方山ばなしではその辺の感じを掴んで

頂くことにしましょう。

ところで、話が若干、脇に逸れますが、嘗て

広島に落された原子爆弾、その爆発の様子も含

めてその概略を先ず眺めてみることにしましょ

う。

この爆弾にはウラン 235 の濃度を平均比率で

80％まで高められた高濃縮ウランが用いられて

いました。使われたウラン 235 の量は 64kg、そ

の内訳は 89％濃縮ウランが 50kg、残りの 14kg

は 50％濃縮ウランということです。核分裂を起

し易いウラン 235 の天然ウラン中の含有率は

0.714％ですのでかなり高く濃縮されていたこと

が分ります。爆発地点は広島原爆ドーム付近の

島病院から南東に 1メートル離れた場所で、そ

の上空 600メートルの処です。爆発は 100万分

の 1秒以内という瞬間的なものです。しかもこ

の爆発に関係して核分裂したウラン 235 の量は

僅か約 1kg1kg    と伝えられていますので核分裂に

よってもたらされる放出エネルギー量たるや相

当なものであることが容易に想像できます。全

てが消失してしまった爆発直後の広島市街を写

した記録写真（次ページ）はこの事実を物語っ

ています。この爆発で生じた放射性ヨウ素やセ

シウムなど死の熾を構成する諸々の放射性物質

は核分裂しなかったウランと共に辺り一面、広

範に飛散されたことは言うまでもありません。

さて、話を元に戻し原発稼動させるとき産み

出されてくる新たな放射性物質の量、すなわち

「死の熾」の量はどれ程のものかを見積ってみ

ましょう。因みに 1W（ワット）の熱出力を維

持させる為には定常的に 1秒間につき約 300億
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個の核分裂反応を起こさせる必要があると言わ

れています。また最近の原発は高出力化し、

100万 kW（=109 W）以上の系も珍しくない状況

です。そこで、ここでは 100万 kW の系を対象

に論を進めることにします。ところでここで

言っている 100万 kW とは発電端の出力を意味

していますので熱効率が余り良くない原発では

炉の熱出力としては少なくともこの 3倍の出力、

すなわち 3×109 W の熱出力が必要になります。

そうだとすれば原子炉の中で１秒間に一体、ど

れ程の核分裂を起させる必要があるでしょうか。

そうです 1W で 300億個（=3×1010個）ですので

その 3×109倍、すなわち 9×1019個ということに

なります。しかしこの値は 1秒間当りです。も

し 1 日当りですとこれの（60×60×24=8.64×104）

倍となりますのでその値は約 7.8×1024と計算さ

れます。それならばこれ程の数に及ぶウラン

235 の原子集合体の物質量（重量）はどれ程に

なるでしょうか。

これについては多分、多くの方々は過去の日

に化学の授業で学ばれたことと思いますが、そ

のときの知識を思い起こせば 1モル
*
のウラン

235 の物質量は 0.235kg で、そのときの原子数は

アボガドロ数の値と言うことで約 6×1023である

ことが分っています。したがって 7.8×1024個の

原子集合体に対する物質量 wは比例の関係から

次のように計算することができます。

　 w=
0.235×7.8×1024

6×1023
≒ 3

すなわち約 3kg という数値が導きだされてきま

す。この量は広島に落された原爆の爆発で費や

されたウラン量の 3倍です。量的な見方ではこ

の規模の原発の稼動は 88            時間毎に広島型の原爆時間毎に広島型の原爆    

を一発づつ爆発を一発づつ爆発させていくようなもので死の熾

はこのペースで蓄積され続けて行くことになり

ます。この論は実際にはウラン 238 の一部が猛

毒のプルトニウムに変化するなど厳密さの面で

問題があるとしても原発から産み出されてくる

新たな放射性物質量の大体の目安を付けるには

役立ちます。

現在のところ日本にある全ての原発の運転は

停止されていますが、規模の大小があるにせよ

54基もの原発が何拾年もの間、運転されてきま

した。稼働率が 100％では無いにせよ
た

溜まり続

けてきた死の熾の量たるや尋常ではない事ぐら

いはこれまでの議論から容易に想像できるで

しょう。これ程までに負の遺産を抱え込んでし

まっていて、なお増やそうとする意見もありま

す。しかしこれなどは、倫理・論理性が問われ

る話ではないでしょうか。

＊註）モル：0.012kg の炭素 12（12C）の中に存在する

原子の数と同じ数の要素粒子または同粒子の集合体

で構成される系の物質量。ここで言う集合体の組成

は明確にされたものに限られている。また要素粒子

とは原子、分子、イオン、電子そのほかの粒子、あ

るいはこれらの粒子の特定の集合体を指している。

なお上で指定している原子の数とはいわゆるアボガ

ドロ定数であり、その値は 6.0221367×1023 mol-1であ

る。

（明治大学名誉教授　当会顧問　玉川学園在住）

【編集後記】

　福島原発事故から 3 年…でも事態終結には程遠い現状

です。それなのに海外に原発を売り込もうとする政府、

再稼動の動きの経済界！ 同時に聞こえてくる憲法９条

改定、集団的自衛権、武器輸出解禁等のなにやらきな

臭い政治の方向性。過半数を超える原発「NO!」の民意

と現実の政治の動きの乖離をどう埋めていけばいいの

か、そんな思いを強く心に感じながら、新しく編集委

員会を設立しました。皆様の意見、感想をお待ちして

います。
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「太平洋戦争戦いの記録」より引用
（毎日新聞社 2006年 2月 28日発行）

発行：原発を考える会・玉川学園
http://genpatuwokangaerukai.jimdo.com/

顧問：藤 井　石 根

顧問：井 野　博 満

代表：八 木　智 美
kusukusu-tomomo@willcom.com

編集：浦 谷　捷 子（ 042-723-0979）　　　　　　　

真 田　さち子、村 上　功 子、桃 澤　洋 子

　　　 武 内　和 美、山 本　愷
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