ただ

“何も変わらない日本”
を糺す

～番組『原発事故“最悪のシナリオ”
』を読む～
メディア研究部  七沢

潔

汚染の実態が隠され 1），東海村では国策の高
速炉用の燃料を加工する会社とその職員だけ
が有罪とされ，国や発注企業の責任が不問に
付された 2）。それは事故から学ぶべき教訓が
何であるかを見えにくくし，その結果として，
福島の事故は起こったのではないかと考える。

はじめに

今回の番組は，福島でも事故後の危機管理

10 年ひと昔というが，2011年 3月に起きた福

の実相が隠され，議論されないできたと言う。

島第一原発の事故は，日本という国とそこに住

それゆえに，日本という国は再び原発事故の危

む人々にとって過去の出来事となったのだろう

機に直面すれば，また同じ轍を踏む危険があ

か。その問いに，真っ向から「否」を突きつけ

ると警告している。

たのが，2021年 3月6日に放送された ETV 特

事故から10 年後に現れた骨太な志の番組を

集『原発事故“最悪のシナリオ”～そのとき誰

書き起こし，証言者たちの「言葉」を手がかり

が命を懸けるのか～』
（Eテレ，90 分）である。

に，①建て付け（構造），②視点（取材姿勢），

もちろん同時期に放送された他番組もまた，原

③発掘された事実と深層の観点から，込めら

発事故の影響がいまも続き，未解決の問題が

れたメッセージを読み解く。なお，本稿に登場

多いことを伝えた。だがこの番組のラストコメ

する人物の肩書は当時のものである。

ントとなった元自衛隊幹部の言葉を書き起こす
と，意味合いがさらに深いことに気づく。

“最悪のシナリオ”という舞台回し

「思考だとか，備えるためのプラクティス（訓

番 組は 2011年 3月11日から25日までの2 週

練）が日本の中にたぶん無いんですね，今もで

間を時間軸に展開する。地震と津波の襲来で

すね。何一つ変わってないんですよね。マイン

外部交流電源を喪失し，原子炉の冷却機能を

ドと申しますか，危機的な状況に対して国と

失った福島第一原発で炉心が溶融，1号機（12

してどうするのかってことが…」

日），3 号機（14日）で水素爆発が続き，2 号機

10 年前に原発事故の危機管理に関わった証

で原子炉への冷却水の注入もベントもできず格

言者は，当時感じた国としての備えのなさがい

納容器の圧力が上昇，爆発あるいは大破する

まも続いていると訴える。そして直接言葉にし

危機が迫る。原発所員の 9 割が第二原発に退

ないものの，新型コロナウイルスの感染拡大に

避，4 号機で水素爆発（15日），使用済み核燃

対するこの国の1年以上におよぶ右往左往ぶり

料プールに自衛隊がヘリコプターで空から放水

も重ねているように感じる。

する（17日）などの修羅場が続く。

筆者はチェルノブイリ原発事故（1986 年）
，

こうしたクロノロジーは，過去にも多くの報

東海村臨界事故（1999 年）など過去の原子力

道で目にしてきた。だが番組はここに事故処理

事故の取材経験から，原子力事故は「本当の

にあたった当事者が，目の前ののっぴきならな

姿を隠す」性向をもつと考えている。ソ連では

い状況をこえて，その先事態がどう進むか，そ

さらなる爆発の危機や真の事故原因，放射能

れは最悪の場合，どのようになるのか，それを
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防ぐために何をすべきかを想定した“最悪のシ

た NRC の幹部チャールズ・カストーが「日本は

ナリオ”をめぐる動きを絡ませる。そしてその動

（当時）五里霧中だった」としたうえで「応急の

きが一つではなく，事故処理のアクター（東京

措置では足りず，最悪の事態のための（戦略

電力，日本政府，自衛隊，アメリカ政府，在日

的な）準備こそが重要」だったと明かす。だが

米軍）ごとに独自になされていたことで事態が

1号機の爆発後，玄葉光一郎国家戦略担当大

複 雑化し，現場と中央，同盟国同士の関係，

臣が原発周辺住民の避難計画を作るために“最

政府と事業者という，ときに相反する立場がせ

悪のシナリオ”を検討するよう提案するが，菅

めぎ合っていたことを浮き彫りにしていく。

直人首相は採用しなかった。理由は〈うかつに
言葉に出すとパニックを起こすから〉であった。
逆にアメリカ政府の対応は素早く，NRC は
400人からなる対策本部を立ち上げて分析を開
始，1号機の放射能すべてが放出される“最悪”
の場合，原発から80 キロの地点でも避難が必
要，とした。そして14日に 3 号機が爆発し，三
陸沖にいた空母ロナルド・レーガンで高い放射

「3月17日 自衛隊ヘリによる放水」番組より

■ 証言者

線量が検出されると，在日米軍や大使館の頭
越しに，ワシントンが指示を出した。
■ 東電 VS 官邸

証言者は多岐にわたる。官邸サイドは菅直人

事故を起こした当事者の東京電力が，政府

首相，東電やアメリカとのパイプ役だった細野

に先んじて“最悪のシナリオ”
を作っていたとい

豪志首相補佐官，常に首相の近辺にいた寺田

う「事実」の立ち上げ方は，
“最悪のシナリオ”

学補佐官に加えて伊藤哲朗内閣危機管理監。

で舞台を回すこの番組らしく，ウィットに富ん

自衛隊は北澤俊美防衛大臣，制服組トップの

でいる。

折木良一統合幕僚長，廣中雅之統合幕僚監部

東電テレビ会議 3月14日16 時 57分の録画映

運用部長など。アメリカ側は原子力規制委員会

像の中で東電本店にいる清水正孝社長は「“最

（NRC）のチャールズ・カストー，在日米軍連絡

悪のシナリオ”，これを描いた上でその対応策

将校のスティーブ・タウン。東京電力は取材拒

をしっかりと把握して報告してください」と復

否であったため，政府事故調査委員会（事故

旧班に指示を出している。2 号機の原子炉圧力

調）による聴取結果書，記者会見の映像，本

容器に注水できず，炉心の水位が下がり続け

店と福島第一・第二原発などを結んだ東電テレ

たころだった。

ビ会議の映像などを丹念に拾い集め，現場作

そして，作られた“最悪のシナリオ”こそ，の

業員などの証言は ICレコーダーで記録して音

ちに吉田昌郎福島第一原発所長が政府事故調

声で伝えた。

に語った〈2 号機の格納容器をぶち破って大量

■ 日米の対比

の放射能放出が始まり，東日本壊滅に至る危

番組の冒頭で，事故後日本に派遣されてい

機〉であり，その対応策は，その後清水社長
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が海江田万里経済産業大臣に伝えた，所員の

を手厚くエビデンスで固めている。その中には

第二原発への「撤退」であった。

伊藤内閣危機管理監や寺田学首相補佐官など

それを聞いた菅直人首相が 15日早朝に東電

東電とのやりとりに臨席した人間の証言も含ま

本社に乗り込んで約 200人の社員を前に「撤退

れる。また朝日新聞の報道ではなかった，第

は絶対ありえない」と演説，直後の 6 時 48 分に

一原発にいた東電の幹部の証言や現場作業員

「2 号機でボンという音がした」という報告，さ

の「これで本当に終わりかと思った」という言

らに「最小限の人員を残して福島第二原発の方

葉や退避した所員の声も拾っている。番組は

へ避難します」という報告が東電から官邸に入

「撤退」をめぐる論争のどちらかに与 すること

る。

くみ

はせず，多角的な視点から証言を集めること

このあたりの証言は実際に報告を受けた伊

に徹しているのだ。

藤哲朗内閣危機管理監。ところが東電は，事

そのうえで私見を述べれば，15日午前中に

故翌年に出した事故調査報告書の中で「本店

４号機で火災が起きたとき，自分たちで消火す

も発電所も，もとより作業に必要なものは残っ

る力もなく，「火災に関しては打つ手がなかっ

て対応に当たる考えであった」とし，
「この行為

た」という細野首相補佐官の証言が，
「英雄」

は，総理の発言によるものではない」と，官邸

といわれた残留の実態を表しているように思わ

側が受け取った清水社長などによる「撤退」の

れる。彼らは協力会社や地元の消防本部，在

意思表明は誤解であると訴えている。

日米軍にまで出動を要請していたのである。

そしてこの「撤退」か「一時的な退避」かとい

結局，2 号機の格納容器は一部破損して多

う論争は，2014 年に朝日新聞がそれまで機密

くの放射能が放出され広域な汚染を招いたが，

とされてきた事故調による吉田所長の聴取結果

爆発も大破もせず，想定した大惨事に至らな

書（
「吉田調書」
）をスクープして，
〈所長の命令

かった。4 号機の火災も「自然鎮火」したとい

に違反して，所員の 9 割が第二原発に撤退〉と

う。どちらも「偶然」の結果と言うべきだろう。

報じると再燃した。
社会的にはこの事態への評価はいまも分か
れている。このとき第一原発に残った 69人はの

制作者の視点
この番組の制作者は官邸や東電，自衛隊，

ちに「フクシマフィフティ」と呼ばれ，事故を食

アメリカ軍などの組織の上層部の動きを追いな

い止めた「英雄」として世界に称賛され，本に

がらも，音声だけでも現場作業員の声を集め

3）

書かれ，映画にもなっている 。
他方で東電独自の自衛消防隊や通信関連の
技術者が抜け，何もできなかったのではない
4）

て使っていることが示すように，事故処理のリ
スクを自らの身体に背負う人々の近くにも視点
を置こうとしている。

か，との分析もある 。具体的な検証はいまだ

それはまず，3月15日に東電で「撤退はあり

不十分で，その理由は東電が 3月15日のテレビ

えない。命をかけて事故を収束しろ」と言った

会議の音声を公開していないことが大きいとも

菅直人元首相に向けられた質問に宿る。
「日本国憲法18 条に『何人も，いかなる奴隷

指摘されている。
それを意識してか番組はこの出来事の周辺
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的拘束も受けない』
『その意に反する苦役に服

させられない』と定めてあります。国家が東電
の人たちに留まってくれと言った場合，これに
抵触するのではないでしょうか？」

をかけていた。
ヘリによる放水活動を決断・指示した北澤俊
美防衛大臣は夜眠れず，「視察で会った若い隊

菅氏は絶句し，11 秒間沈黙したあとに，
〈超

員たちの顔が浮かんだ」と証言する。
「隊員だっ

法規的な措置だったが，国の責任としてやらざ

て一人ひとりの自立した人生があるから，犠牲

るをえなかった〉と答えた。

になった場合，それで多数の国民が救われた

人権を重んじる戦後の日本のあり方と真っ向

とは単純化できないんです，指揮者として」。

から矛盾する「命令」を余儀なくされた，原発

16日は線量が高すぎて中断。その翌朝 7 時

事故の修羅場が浮かび上がった。そして，そ

からのアメリカ軍のマイケル・マレン統合参謀

の矛盾を背負わされたのが自衛隊であったこ

本部議長と折木良一自衛隊統合幕僚長の電話

とが浮き彫りになっていく。

会談が重要だった。当時，在日米軍連絡将校

掘り起こされた事実と深層
■ 前に出た自衛隊

で会談に立ち会ったスティーブ・タウン氏が記
録をもとに語る。
「マレン氏は日本の安 全を保 証するのは他

番組が掘り起こした事実で最も重要なのは

ならぬ折木氏だと釘を刺しました。折木氏は

これまで不明な点も多かった自衛隊の対応で

『我々は国のために命懸けで闘う』と返答しま

ある。

した」

自衛隊は 3月12日から原子炉への給水・注

タウン氏は，このとき折木が発した“命を懸

水活動に駆り出され，14日には 3 号機の爆発

ける”という言葉について，
〈それまでは自衛隊

に遭遇して隊員が重傷を負っている。だが，そ

が使う表現ではなかったが，以後使われるよう

もそも原発サイト内での活動は行動計画（原子

になった〉と言う。憲法 9 条で戦争の放棄とそ

力災害対処計画）に記されていない，任務外

のための戦力の不保持を掲げる日本の自衛隊

の業務だった。それを最高指揮官である総理

は「軍隊」ではない。だがこのとき，
「決死の

大臣の指示が出ることで実行することになった

覚悟」をしたことは，ある意味で戦争に際して

が，情報を何も知らされぬまま隊員が被ばく，

軍隊に求められる「犠牲を厭わない」精神を引

負傷したことから一時は協力を断っていた。だ

き受けたことになる。若い隊員たちが払わされ

が，16日からヘリコプターで空中から使用済み

る「犠牲」を「国のため」と割り切れなかった

核燃料プールへ放水する危険な作業に乗り出

北澤防衛大臣の呻吟と合わせ，番組は原発事

す。

故を前に，平和国家としての戦後日本の建て付

このころアメリカは，水素爆発を起こした 3
号機，4 号機の中にある使用済み核燃料の溶
融を懸念，日本に対し軍や外交ルートで「英雄
的行為（Heroic Acts）」
「英雄的犠牲（Heroic

けが揺らいだ瞬間を“再生”していた。
■ 同盟国アメリカの二面性
一方，折木氏本人の証言は逆に同盟国アメリ
カのクールな素顔を語っている。

Sacrifice）
」という言葉を使って，
〈事故を食い

「同盟というのは運命共同体でもないし，仲

止めるため，被ばくを恐れず行動しろ〉と圧力

良しクラブでもないんですね。アメリカの専門
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家も政府も軍もよく協力してくれましたが，
（米

都圏を含む東日本一帯が甚大な影響を受ける

軍は）50 マイル（80 キロ）内には入るなと言わ

大惨事の想定だった。そしてそれを防ぐため

れているわけですから，最悪の状態の中で取

に「砂と水の混合物」を空中から投下するなど，

り組むのは日本しかいないわけで…」

命懸けの封じ込め作戦が提示されていた。

番組は，アメリカは政府も軍も日本に「しっ

事故発生から2 週間後の3月25日に提出さ

かりしろ」と叱咤する一方で，
“最悪のシナリオ”

れたこの“最悪のシナリオ”は機密扱いとなり，

の更新を続け，海軍が甲状腺への影響を懸念

官邸の数人の幹部以外は存在すら知らされな

して東日本各地の米軍基地での被ばく線量を

かった。自衛隊の最高司令官だった北澤防衛

推計，さらに軍人も含む 8 万 7,000人のアメリカ

大臣も蚊帳の外に置かれた。だが，例外的に

人の西日本や海外への退去計画も立案してい

細野からそれを見せられた人物がいた。NRC

たことを明かす。
「自国民と自国の軍人の生命・

幹部のチャールズ・カストーである。

健康を守る」
，それがアメリカ政府の最優先事

細野はなぜ国民はおろか，ほぼすべての関

項だったのである。日本の事故処理の手際の

係者にも見せない“シナリオ”を外国人であるカ

悪さに危機感をもちながらも，自らの軍人たち

ストーに見せたのか。しかも外部電源や給水

の生命を危険にさらしてまで積極的に現場に介

の復旧にめどがつき始めたころになって。

入しようとはしていなかったのだ 5）。
その意味で“最悪のシナリオ”は常に「誰が，

「やはり日本が事態そのものをしっかり掌握
している姿を見せたかった。そこにアメリカ側

誰のために書くのか」が問われている。対応策

は疑念を持っていましたからね…その信頼を勝

がセットになって初めて現実に意味をなすから

ち得たかったっていうのはありますね」
アメリカの信頼を取り戻し，事故処理への協

である。
■ 日本政府の“最悪のシナリオ”

力を得ることが，日本という国とそこに住む人

一方，細野豪志首相補佐官が進めていた日

の公益につながることは理解できる。だが，東

本政府としての“最悪のシナリオ”の顚末は奇

電の“シナリオ”が「撤退」による原発所員の救

妙である。

護に結びつき，アメリカの“シナリオ”が自国民

事故直後，玄葉国家戦略担当大臣が提案し

の避難に結びつくように，日本政府による“最

たのに続き，原発サイトでの事故処理活動に

悪のシナリオ”は日本に住む人たちの生命を守

深く関わり出した自衛隊も，情報の共有を重視

るために作られ，ともに働く人々と共有されて初

して官邸にともに“最悪のシナリオ”の制作をし

めて対応策が実効性をもつのではないか。

ようと具申したが断られている。そのころに細

制作者が番組の結末に置いたのは，宛先を

野ら官邸の一部が秘密裏に動いて近藤駿介原

間違えたラブレターのような物語だった。それ

子力委員会委員長ら科学者に依頼してシナリオ

は親に好かれようとする子どものように，日本

を作った。それは 1号機の格納容器損傷に始

の政治家がアメリカに忖度する，歪んだ戦後の

まる放射能汚染で原発から総員が撤退，福島

日米関係の縮図だった。

第一・第二のみならず宮城県の女川原発や茨

■ 誰が収束に責任をもつのか

城県の東海第二原発からも避難が始まる，首

108

JUNE 2021

番組のサブタイトルは「そのとき誰が命を懸

けるのか」である。これは，法律上は事業者で

事故を取材してきた筆者にとって，福島原発事

ある東京電力が事故収束の責任をもつことが

故のあとに現れたさまざまな問題は，どこかで

明白でありながら，実態には疑問符がつくこと

触れた記憶のある事象が多かった。だが，こ

を暗示している。その意味で番組は一つの重

の番組が提起した問題はまったく違う。原発

要な証言を伝えている。当時，自衛隊統合幕

運転員も含め，すべてが兵 役のシステムに組

僚監部運用部長だった廣中雅之が，事故から

み込まれた旧ソ連では命令は絶対で，事故収

1 週間がたったころ，東電本社での会合で勝俣

束のため文字どおり“命懸け”の人海戦術が行

恒久東電会長から聞いた言葉である。

われた。アメリカでもスリーマイル島の原発事

「がれきの撤去を（自衛隊に）してほしい，と
言われるので，それなら別に自衛隊員を出さな

故では潜水艦の原子炉開発を手がけた海軍が
人員を送り込んでいる。

くてもできるのでは，という話をしたら，そこで

戦争をする軍隊を持たない日本という国だか

（会長は）ちょっと沈黙をされて，
“自衛隊に原

らこそ，
“誰が命を懸けて収束するか”という疑

子炉の管理を任せます”と言われたんですよ」

問が浮上するのである。それは戦後築いた「国

勝俣元会長は番組からの問い合わせに対し

のかたち」が，
「平和利用」といわれながらも破

て回答していない。元会長は事故責任を問う刑

壊的な力を秘めた原子力の制御には不向きであ

事裁判の一審では，ほかの二人の幹部とともに

ることを示している。いや原子力が，この国の

無罪となっている。一時は16 万人以上が住処

かたちに合わないと言うべきかもしれない。

を追われ，これまでに 2,318人が関連死する巨

番組が 10 年前の事故からくみとり，提起し

大な被害を生み出した原発事故の責任が誰に

た未解決の課題が，今後議論され，未来への

も帰せられないことの不条理を訴える声は根強

変革の糧となることを願っている。

い。そして最高責任者が「原子炉の管理を自衛
隊に任せたい」と真顔で言っていたのならば，
東電には原子力事業者としての資格がない，と
あらためて言うほかない。
自衛隊は事故後も従来のスタンスを崩さず，
原発サイト内の行動は計画に含めていない。だ
が，再び事故が起これば，なし崩し的に“命を
懸ける”作業を押しつけられる可能性がある。
番組はこの“誰が命を懸けて事故を収束するの
か”という問いが，その後の10 年，まともに議
論されず，放置されたままであることの「不実」
を強く訴えている。

おわりに

（ななさわ きよし）

注：

1）七沢潔『原発事故を問う～チェルノブイリから，
もんじゅへ～』
（岩波新書，1996）
2）七沢潔『東海村臨界事故への道～払われなかっ
た安全コスト～』
（岩波書店，2005）
3）単行本に門田隆将『死の淵を見た男～吉田昌郎
と福島第一原発の五〇〇日～』
（PHP 研究所，
2012）
，それをもとにした映画『Fukushima 50』
（2020 年公開，監督・若松節朗，出演・佐藤浩市，
渡辺謙ほか）がある。
4）福島第一原発事故を考える会「解題『吉田調書』
第 12 〜 14 回―所長命令に違反 原発撤退①
〜③」
（
『世界』2016 年 7・8・10 月号）など
5）その後 4 月になると，米海兵隊の化学生物事態対
処部隊 CBIRF が来日するなど，米軍によるさまざ
まな支援が増強された。

35 年前に旧ソ連で起きたチェルノブイリ原発
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