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各部分について


はじめに


　この絵は、2011年3月11日に発生した東日本大震災を起因とする福島


第一原子力発電所事故を受けて同年8月から描きはじめました。


　作業員の方の被曝という健康被害なくしては成り立たない原子力発電


の根源的な仕組み、その被曝という人間の犠牲を土台にした仕組みから


莫大な富を独占する特定の層の存在、その層の巨大さ、その層に依存す


るが故に危険性をあくまで隠蔽する方向ではたらくマスメディアの共犯


関係、事故後に拡散した放射性物質による遺伝子および人間関係の分断


と、混乱。立ち入り禁止区域となったために生じた20キロ圏内での家畜


、人間の死、被曝と疎開の問題、津波による死と遺された者との関係、


本来であればそうあって欲しい姿（いまだ存在しない）を、3.11後に自


分が見聞きした情報をもとに自分の希望をこめて描きこみました。


　


　ここではこの絵の各部分についてごく簡単ではありますが、解説して


ゆきたいと思います。








霊たち　1　―同級生の霊―　（2012年7月描き込み）


　2011年11月5日。


自分は単身南相馬市へ向かった。


N95高性能マスクのこども用を100枚購入し、届けに行ったのだった。


その道中で多くのことを見聞したのだが、じぶんにもっともつよい印象をのこし


たのは、津波におそわれた地域にあった小さな小屋だった。


　”思い出の品”


そう書かれたその小屋には、こどものランドセルがいくつも重ねられていた。


　また道中で、ひとりのボランティアに出会った。


二週に一度、津波の被災地に入っていると語っていた。


彼と話してみると、彼と自分の間にある境界線を感じずにはいられなかった。


―現地に行ってはじめて進展する津波被害からの復旧作業―。


―現地に行ってしまえば被曝する放射能被害の問題―。


3.11がもたらしたこの二つの問題は、取り組み方にまったく逆方向へ向かうこと


をひとに要請するものだった。


　2012年7月、絵に手を入れていると、こどもの配置を誤った。じぶんはそれを


こそげ落とそうとしたのだが、どうしても落ちない。そのかすれかけた姿を見て


気づいた。”津波で亡くなった同級生は、高線量地帯で生き残るともだちを見て


いるのではないか―。”自分は、そのかすれかけた姿を霊として描いた。


　死者の存在への視座が、この二つの問題を繋げることを知った。








独占し、潤う男


　このおとこの胃袋には、巨大な人造の動脈が連結されている。


動脈から流れ込むのは、傾いた巨大な心臓にひとしれず駈けつけ、そこに汗のよ


うに浮く毒物を拭きとるおとこ達の心臓から抜き取られた温かく、新鮮な血液。


　冬にもかかわらず、このおとこは流れ込んでくる豊かな熱い血を独占し、胃袋


に収め、みずからの肉体をあたためている。


冬だが、冬の服を着る必要がない。


夏の格好をしている。


夏の格好をしながら、凍えてあつまったひとびとの様子を、遠くから眺めている


。


遠くから―。


連結された動脈は彼を太らせ、あたためるが、その動脈のせいで彼はこの毒を噴


き出す巨大な心臓から離れることができなくなった。


　彼は鞄を手に提げている。


そこにはこの巨大な心臓がうみだす毒と危険性を隠し、その必要性を人々に納得


させるための詐術を書いた書類が入っている。この鞄か配線は伸び、七つのテレ


ビに連結され、その放送内容はこの書類にのっとった物になってゆく。


　テレビはそうしてひとびとに伝えた。


”ただちにみなさまの健康に影響を及ぼす数値ではございません―。”








共有することを決めたおとこ　ー朝日ー　（2011年8月描き込み）


　その冬の日に、これまで無数のおとこたちの心臓から抜いた血液をみずからの


胃袋に納めてきたおとこは、独占してきたその血液を共有することを決めた。


　男が、自分の胃袋に連結していた人造の巨大な動脈に切り込みをいれると、あ


たたかな、ゆたかな血がほとばしり、その場所でちいさな池をつくった。


　その血のあたたみを頼って、こごえた動物たち、鳥、魚たちがあつまってきた


。その血の池から、傷のない遺伝子が生まれていた。


　ひとも、同じように集まってきた。


　汚染されたその場所にいる彼らにむけて、おとこはそうして放出した血から、


風船を作りはじめた。その風船には、ヘリウムよりも軽い気体が注入されていた


。


その場所にいる限り、動物、人間の遺伝子は傷つけられるのだった。


おとこは、この毒のある場所、もっと言うとこの巨大な人口の心臓のある社会か


らひとびとを逃がすために、その風船を手渡すことにした。


すると、三本目の腕が生えてきた。


おとこがその現実にはいまだ存在してない共有をはじめると、冬のその大地に、


朝日がのぼりはじめた。　








六月の花嫁　（2012年12月描き込み）


　2012年12月。


　福島市駅前にあるホテルのロビーで


、郡山にすむ女性は煙草の煙を吐き出


しながら自分に言った。


「わたしのともだちの娘さん、6月に結


婚する予定だったんです。」


「ええ、2011年。」


「でも3月に事故が起きて、（掌でなに


かを切る真似をして）だめになった。


」


「婚約者が福島県外のひとだったんです。」


「被曝した家の人間とは結婚させられない―。そう判断したんでしょう


ね。」


「それで、その娘さんノイローゼになって、」


「自殺未遂しました。」


「わたしがこどものころは言われたもんですよ。広島の人間とはつきあ


うな、って。被曝が伝染るってね。今思えばばかな話です。でも、まさ


か、じぶんたちが同じ状況になるなんて、思いもしなかった。」


　この話を聞き、じぶんはそのこわれた婚約と、六月の花嫁を描きいれ


ることにした。








車椅子の少年　（2012年12月描き込み）


  2012年12月。
福島の駅前で、一人の車椅子に乗った女性が話すのを聞いた。


「原発から20㌔圏内で、たくさんのどうぶつたちが死にました。」


「馬や、豚や、牛たちが、鎖に繋がれたまま、逃げだした飼い主に放置されて死


にました。このことはおおくのかたがご存じのはずです。」


「でも、」


「そんなどうぶつたちと同じように、20㌔圏内にいるわたしのような身体障害者


や、お年寄りもまた、放置されて、死んだことをみなさんに知ってほしいと思い


ます。」


女性の手先には硬縮がみられ、内側に向かって巻きこむかたちになっていた。


話すことにも若干の困難があるようで、つっかかるような口調で話していた。








女子中学生　（2011年8月描き込み）


　福島市で、現地に住むある男性が話


し始めた。


　その会食の席で彼は主賓からのこと


ばを受け反省しきりになっていたのだ


が、じぶんが水を向けると、会食がも


うその終盤に差し掛かるころになって


、彼の身の回りで起きている出来事を


話しはじめたのだった。


　「私の娘はA2判定でした。20㍉の膿


胞が二つ、甲状腺に出来ている、そう


言われました。」


　彼は、2012年9月11日に公表された福島健康管理調査の自らの娘の結果


を語ったのだった。当時、福島に在住していた高校生以下の児童のおよ


そ半数に、甲状腺の異常が見られたそのうちの一人が、彼の娘だった。


「それで、知り合いのつてをたどって、東京で甲状腺診てくれる医者の


とこ行ったんです。そしたら言われました。－こまかな膿胞が数えきれ


ないほど出来ている－。」


「今じゃね、娘は言ってますよ。」


「―どうせわたしは孤独死だ―。」


「娘？」


「中学生です。」


2011年に男子中学生を描き込み、被曝に晒される女子中学生も描いてい


た。その話は、そうしてある意味裏付けなく描かれていたそのキャラク


ターに、後付けというかたちで魂をもたらしたのだった。　








どうぶつたち　（2011年以降随時描き込み）


　2011年、4月だったと思う。


避難していた福岡の一室で、福島の原子力発電所から20㌔圏内の様子を写したある画像を目にした。


　それは強制避難区域となったために飼い主に放置され、厩舎の中で鎖に繋がれたまま死んでいった


家畜たちを写したものだった。


　自分は当初、この絵にインパラの群れを描きこんでいた。理由は不明だった。


鎖につながれ衰弱して死んだ動物たちの一方で、鎖を解かれてせめてもの自由を与えられた家畜たち


は、ひとの消えた町を群れを作り、闊歩するようになった。牛が群れ、犬が群れ、豚がそこらを歩い


ている。駝鳥が歩いている。意図せずに、事故により現出した自然はじぶんを驚かせるものだった。


　


　元東京電力の社員、木村氏の話にこんな内容があった。


彼の友人の援助で、宮城へ福島から幾人かのこどもたちが疎開した。そのうちの幾人かから尿の中に


セシウムが混じっていることが確認された。ぎゃくに、まったくセシウムがでない子もいたのだとい


う。そのちがいはどこから生じたのか。


　母親が、学校の給食を食べさせていたかどうかだった。


給食につかわれた牛肉が、ひどく汚染されていたのだった。


　じぶんは、そうした食材汚染のデータを元に、殺処分をされた犬たちも含め、インパラをそうした


汚染された動物、魚類に描きかえ、描き足していった。


　人と同じように、かれらもこの毒物に遺伝子を壊され、子どもを為すことに問題を抱えている。　


　2012年の段階で、福島の学校給食に含まれる放射性物質の検出限界は10ベクレル。県庁食堂の検出


限界は1ベクレルであることが広報されていた。








霊たち　2　―母親の霊―　（2012年12月描き込み）


　東京の経済産業省の前で、ヘルメットをかぶったひとりの男に出会った。


彼は鳥取からやってきたのだと言った。


彼は、津波で親をなくした家庭およびこどもの支援活動をしている、といった。


「両親がなくなったこどもさんの場合、親戚のいる場所にうつることになってい


ます。でも、その親戚のいる場所が高線量地帯であることもある。そうすると、


津波による被害とはまたちがう問題がでてくることになってしまう。」


男性は言った。


”そうして死んだ母親たちは、生き残ったこどもがそんな場所にいることをどう


思うのだろうか―。”


　自分は、写真にも写らず、話すこともできないそうした存在のことを考えた。


そして、絵という作業を通じて、存在させることができると気づいた。


この母親の霊は、その場所から離れてゆくことができる風船を渡すおとこの元に


こどもの肩を押しながら連れてきた場面を描いている。








風船とともに逃げるひとびと　（2012年8月描き込み）


　2013年1月21日。


　仙台のある教会で福島集団疎開裁判原告側の柳原弁護士が、あるマニュアルの


存在を明らかにした。それは東京電力のもので、原発で作業する人間に、タイベ


ック、全面防護マスクを使用することを義務付ける空間線量と土壌汚染程度を合


計したランク「ｃ」に郡山の汚染状況があたることを話した。その汚染程度の場


所に、ひとはそのままの格好で暮らしている。


　


　2012年9月11日。


「―9月11日に公表された福島県民健康管理調査で、18歳以下の43パーセントに


甲状腺異常が発見されましたが、癌検診に関わらず、通常のいかなる検診でも異


常が出るのは10％前後です。


15～20％を超えた異常があった場合、その検診の精度自体がおかしい、となる。


逆に5％以下でも精度が疑われます。


この43パーセントという値は、"異常"なんです。」


　福島市のホテルで福島共同診療所院長の松江医師が話すのを聞いていた。


　その調査結果は、それまで被曝の危険性を軽視させるように動いていた行政、


政府が突きつけられた現実だった。


　その場所を離れる以外、被曝の悪化を防止する策はない。


絵の中で、男がさしだした風船を掴み、ひとびとは逃げてゆく。不安定に。


　疎開や保養を促す様々なプロジェクトが、民間レベルで行われている。








男、女、こども　（2011年以降随時描き込み）


　2012年12月15日。


郡山市の路上で、じぶんは福島県警のひとりの若い婦警に話しかけていた。


年の頃、20代に見えた。


「婦警さん、」


「昨日、郡山駅前の放射線量を測った。0.58μシーベルト毎時あった。世田谷の路上はだいたい0.11


くらい。およそ6倍の量がある。」


「今、ここにある危険のひとつは、3.11後に放出された放射性物質が道端におちて、まだここにある


ことなんだ。それを吸いこんだら、あなたの身体の中に放射性物質が入り、遺伝子を壊す。壊れた遺


伝子は壊れ方によってまちがった修復がされる。その数が多ければ多いほど、癌になる可能性が高く


なる。けっしてここは安全な場所じゃないんだ。」


「昨日福島市で、心臓発作で亡くなった方の話を聞いた。あなた自身にも危険はおよんでいるんだけ


れど、それだけじゃない。」


「あなたの抱え込んだ間違った誤修復が、あなたのこどもに伝わる可能性がある。その影響は年が若


ければ若いほど深刻にでるんだ。嘘ついてだっていい。マスクをしたほうがいい。」


「あなたにもし好きなひとがいて、そのひとが県外のひとで、これから結婚を考えている場合、その


婚約は破棄されるかもしれない。結婚していて、これからこどもを作ろうと考えている場合、その影


響がこども、孫に出るかもしれないんだ。」


婦警は、目を丸くして聴き続けていた。そして、自分から引き剥がされるようにベテランの別の警官


に連れてゆかれた。


　放射能が壊したもの。それは男と女のつながりであり、それは生命の連鎖であることを知った。








男子中学生　（2011年8月描き込み）


　”ぼくは福島に住む中学生です。原


発の事故の後、ぼくはじぶんでネット


上で調べて放射能のことを知るように


なりました。”


　2011年夏。


　じぶんはインターネット上である匿


名の書き込みがなされたことを知った


。今ではリンクをたどれないが、福島


に住むというその中学生の文章には、


こんなことが書かれていた。


　”ぼくは、おとなになるまで生きていられるのか、不安です。でも、


父も母も、このことについてどうしてもわかってくれません。もうすこ


しぼくの年齢が上だったら、親元から離れ、ひとりで自活するべきなん


でしょう。でも、またぼくは中学生で、ひとりで生きてゆく能力も自信


もありません。ぼくは、どうしたらいいでしょうか？”


　自分はその顔の見えぬ中学生を描きこむことにした。


　2012年12月。


福島市で、現地に住む方からやはり中学生にまつわる話を聞いた。


「―ここでなら話していいかな。」


「被曝による急性症状がやはりありました。次から次にいろんな症状が


現れてくるんです。わたしは息子を東京に逃がしたんですが、向こうか


ら電話をかけてくるんです。”お母さん、この下痢はいつとまるの？”


って。あと、心臓発作。じぶんのまわりで10人の死亡がありました。み


な、心臓発作です。そのうちの三人は中学生です。」








巨大な人工心臓　（2011年8月描き込み）


　2012年、10月。


福島市である男性が上気しながら自分に言った。


「今、日本の原発をつくる技術は、日本にしかないんです。アメリカのGEは東芝、イギリスのウェス


ティングハウスは日立、フランスのアレバは三菱。みな一体になってるんです。


日本一国の思惑で動いているもんじゃないんです。


そこに3.11が起きた。もし、日本の作業員たちが待遇に反抗してストライキを起こしたらどうなりま


すか？日本は終わりです。そして、大国の原子力政策もストップせざるを得ない。だから、福島に要


人を送り込んできたんです。


”これでやめるなよ”と。」


　3.11事故直後、それまで名を隠していた原子炉設計者後藤政志氏が、原子炉の危機を説明するさい


に使っていた圧力容器の図を見て、自分にはそれが心臓に思えた。


　また事故後、この原子力発電の社会的な構造を知った。


長野の農家出身の写真家樋口健二氏は、3.11以前から原発作業員の隠された健康被害をルポルタージ


ュしていた。彼がずっと語り続けてきたのは、作業員の隠された被曝労働であり、それをひた隠しに


隠そうと働いてきた層、そしてそこから莫大な利益を得ている層の存在だった。原発は、闇の中で無


数の作業員たちの健康を吸い、莫大な利益としてその層に送り込んでいるのだった。


それは、巨大な人工の心臓なのだった。


日本の戦後体制の心臓、それを「原発」ということを知った。


その心臓が、傾き、毒を吐きだす様子を描いた。








かけつける母たち　（2012年8月描き込み）


　被曝をおそれ、多くの母親とこどもが九州にのがれた。


しかし、逃れたはずのその土地に、震災によって生じたがれきが運び込まれ、焼


却される計画がもちあがった。


　津波により生じたがれきであり、放射能汚染をまぬがれた土地の物であること


から、そうしたがれきが汚染されている可能性はないとする向きもあったが、公


衆の前で第三者による計測が行われなかった時点で、実態は不明だった。ただ、


3.11までの汚染基準から大幅に緩和された基準が用いられていること、各焼却場


に放射性物質を捕えるフィルターがいまだ備えられていないことは事実だった。


　そのがれきの量は、かつて起きた阪神大震災とちかい量であり、それは日本各


地にばらまかれることはなかった。ばらまかれる量も、ごくわずかであり、その


処理費用には通常の三倍程度の額が支払われていた。被災地の焼却場で処理すれ


ば、そこに費用は落ち、合理性はあるのだが、手順そのものに不可解な物をのこ


している。


　2012年5月22日。


北九州市でそうしたがれき運び込まれることがあり、母親がその制止に運搬車の


下にもぐりこむことがあった。


じぶんは、絵のなかで、駈けつける母親のすがたを描いた。


　








原発作業員　（2011年8月描き込み）


　郡山で出会った男性は、3.11後、作業員にな


らぬかと誘われ断ったのだと自分に話した。


　彼は今、福島原発の作業員日当が6000円ほど


であること、宿泊費、食費さまざまな理由から


中抜きされ、それしか彼らには渡らないことを


語った。その日当からどうにかして蓄えをつく


った労働者に、彼らをやとう会社は生命保険に


入ることをすすめるのだという。退職した作業


員の中に不可解な事故死、失踪があることを、


その男性は語った。それが、どこまで真実なの


か、自分には知ることはできない。


　3.11事故直後、極限状態ともいえる高濃度放射能により汚染された福島第一原発にひと


しれず突入し、修復作業にあたった男たちがいた。自分のまわりにいた海外メディアでは


たらく人間が、躍起になってかれらの素性を知ろうと自分に質問をしてきたのを覚えてい


る。


　海外のメディアにより”福島50（フィフティ）”と名付けられた彼らの一部をイギリス


のメディアは報じたが、他のおとこたちの顔も名も、自分は今もって知らない。


　


　原発の定期点検作業でもっとも被曝するのは、原子炉まわりの床や壁を雑巾で拭く作業


だという。高温を発する原子炉から発生した湯気、蒸気には高濃度の放射能が含まれてい


る。熟練した能力も必要とされず、重度の被曝を強いられるその作業がなければ、原子炉


は錆を浮かせ、壊れる。


　自分はその被曝とひきかえに働くおとこたちを50名描いた。彼らは自らの心臓にチュー


ブを連結させられ、血を喪いつづける。健康を犠牲にし続ける。その作業員達の血は、巨


大な心臓に収斂されてゆく。





