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上遠：お母様のご著書『聞いてください』は、一主婦が原発の危険性についてずっと訴え続

けている本ですね。私も「原爆許すまじ」の歌を歌ったり、原爆反対のデモにも行ったり

したのです。それがなぜか原発に対して、いつの間にか黙するようになってしまってい

た・・・この本を読んで猛省しました。 

坂田：こと原発に関しては、そうかもしれませんが、環境問題全般に対して上遠さんはレイ

チェル・カーソン協会でずっと発信し続けていらっしゃいますね。原発も環境問題もつな

がっています。 

上遠：お母様はキリスト教でいらっしゃいましたね。聖書に「恐れるな、語り続けよ」とい

う言葉が出てきます。私たち、語り続けなければいけないと思いました。その時、何に軸

足を置くか。私は「いのち」だと思います。 

 ところで、この映画の前の「花はどこへいった」や「沈黙の春を生きて」はご主人の死

をきっかけに作られたのでしたね。 

坂田：枯葉剤が影響したと思われる病気で亡くなりました。それで枯葉剤について調べてみ

ようと思って作ったのが「花はどこへいった」です。未熟な作品だったのですが、夫の死

というつらい思いに背中を押されて作ったので力があったのか、多くの賞をいただきまし

た。この作品はベトナムでの枯葉剤の被害についてだったのですが、アメリカでも被害が

ある、人的被害や環境被害があるということに気がつき、それからレイチェル・カーソン

の『沈黙の春』に結びつきました。そこでできたのが「沈黙の春を生きて」でした。 

上遠：この映画、私も見たのですが、アメリカでもあんなに被害がある、米兵が枯葉剤を浴

びて、そのお子さんですよね、奇形が生じていたということは全く知りませんでした。映

画ではそのようなお子さんが、ベトナムの、ベトちゃんドクちゃんのような体が不自由に

なったお子さんを訪ねて行くんですよね。目を覆うような影響・・・いまだに影響が出て

いるんですね、孫でしょうか。 

坂田：そうです、第四世代です。 

上遠：そう、いまだに出ている。皆様もしチャンスがあったら、ぜひこの映画もご覧くださ

い。戦争というのは、その影響が出るのが、実に何も知らない後世の国民なのだというこ

とがわかりますので、ぜひ。 

 特につらかったのは、病院のなかにビンが並んでいるシーンです。それは生まれる前に、



もうこの子は生きてはいけないだろうと思われるときに中絶するわけです。それがアルコ

ールにつけられて並んでいるんです、見ている私たちも辛いでした。放射線も化学物質も、

手に入れたその裏側に弊害があるということを考えなくてはいけないと思いました。 

坂田：なぜ第二作を作ったかというと、第一作では、枯葉剤でこんな被害が出ている、でも

アメリカは何もしていないじゃないか、ということを言いたかったのです。この映画につ

いてアメリカの放送局などにもちかけたのですが、「個人的な話し過ぎてテレビには向か

ない」と言われました。でも私はアメリカでこそ見てほしい、それではアメリカ人が主人

公なら見てくれるのではないかと思って、アメリカを舞台にしたものを作ったのです。あ

る程度は広がってくれました。  

 私はこの映画を作ることで、1960 年代に既にレイチェル・カーソンが化学物質や放射

線について警告を発しているということに気づいたのです。この映画を見る機会ですが、

1 月 30 日午後 6 時から日仏会館で上映します。この映画のナレーションを加藤登紀子さ

んがしてくださっていますが、映画の後で加藤さんと坂田のトークがあります。  

 それと、枯葉剤と DDTや放射線が結びついているということを教えてくださったのは、

上遠さんなのですよ。「沈黙の春を生きて」の上映の後、上遠さんとの対談をしたことがあ

りました。そこで「レイチェル・カーソンは枯葉剤についてとても心配していました」と

上遠さんがお話しされて、そこから私はレイチェル・カーソンに開眼していきました。 

上遠：レイチェル・カーソンは枯葉剤については本や何かで発言はしていません。枯葉剤は

ベトナム戦争のとき、1962、3 年ごろから撒き始めましたが開発はその前から始まってい

ました。彼女は 1964 年に亡くなっています。枯葉剤についてどう思っていたのだろうと

私もずっと気になっていたのですが、なかなかそれを知るチャンスがなかったのです。ず

っと後の 1998 年頃でしょうか、レイチェルの秘書をしていたジーン・デイビスさんにお

会いすることができて、そのことを聞くと「レイチェルは枯葉剤作戦を知った時、そんな

馬鹿なことをしてはいけないとすごく怒りました」と言われました。そのことを坂田さん

にお話ししたのでしょうね。 

坂田：私が「沈黙の春を生きて」を作ろうとした一つのきっかけですが、レイチェル・カー

ソンの『沈黙の春』の出版と関係があります。時の大統領のケネディが科学諮問委員会を

作って、アメリカでの農薬を厳しく規制し始めたのです。農薬会社はそれですごく被害を

被って、その販路を求めて、ベトナムでどんどん散布したのではないかと、私はそう思っ

たのです。確かにダウケミカルとかモンサントなどの会社はそれで大儲けしたのです。 

上遠：坂田さんとレイチェル・カーソンとの不思議なご縁ですね。命のことを考える人は、

同じようなことを考えるのだなあと思いました。それと、今日の映画を見ていて、人間っ

て、罪深いなあと思いました。 

坂田：レイチェル・カーソンの言葉に、生命の輪を断ち切るということがありました。放射

線にしても化学薬品にしても科学者たちは知りたいという思いでやって、特に悪い考えで

やってきたわけではないのですが、それが軍事的に、あるいは商業的に使われて、生命の



輪を断ち切ることになるかもしれないということに想いを及ぼすことなく、研究に邁進し

てしまったのでしょう。 

上遠：そうですね、今日の映画でもロシアの原爆の父と言われるサハロフさんが、最後の頃

は政府に追いたてられていたと反省しているところがありました。科学者というのは、科

学者であると同時に、人間でなくてはいけないんですよね。私は遺伝子組み換えとか核と

か、人間が踏み込んではいけない領域というものを考えなくてはいけないんじゃないかと

思います。 

坂田：でもやはり科学者としては、知りたいという思いでどんどん進んでいくんでしょうね。

ただそれが政治的、商業的とか軍事的に利用されてしまう。だからそこで科学者は眼を見

開いて、自分の研究が何に使われようとしているのか見極めることも、自分の責任の一つ

なのではないでしょうか。 

上遠：そうですね。映画の字幕にも出てきていましたが小出さんのような方は原発について

ずっと批判的なことを言っているから、万年助手で上に上がれなかった、それでもそれを

貫くところに強さを感じますが、なかなかできないです。 

坂田：今、軍学共同というのがあります、東大や京大は断っても、地方の大学とかお金のな

いところでは背に腹は代えられませんね。そこでやはり、科学者の良心が問われてくるの

だろうと思います。 

上遠：原子力委員会なんか見ていて、「こういう人を御用学者というのだろうか」と思った

りしますけれども、何か言いたくても、ああいう場では言えないのでしょうか。それを見

るにつけても、私たちの声は小さいかもしれないけれど、あげ続けなくてはいけないな、

と思います。 

坂田：今日の映画は、福島の事故に触発されて、いったい私たちはどうしてこんなところま

で来てしまったのだろう、こんな地震国に 54 基もの原発を作ってしまった、私たちはど

こに行くのだろうという疑問で終わっているのです。ですが、次の映画「モルゲン、明日」

ではその答えがある程度見えてきたような気がします。その答えというのは、上遠さんが

おっしゃっているように一人一人が声を上げることで世界は変わるのだということです。

そのことを私はドイツで見てきたのです。 

 「わたしの、終わらない旅」で出口のない気持ちで、フランスに取材に行っていました。

フランスの反原発の人と話しているときに、「ドイツは偉いね、メルケルさんは福島の事

故の 3 か月後にきっぱりと原発廃止を決めたのに、フランスも日本もどうしてできないの

だろう、ちょっとドイツに行って、メルケルさんに会ってこようか」という話が出ました。

それでドイツに通うことになったのですが、それで見えてきたのは、それがメルケルさん

一人の力ではなかった。ドイツの 40 年、50 年に及ぶ草の根運動の結果がメルケルさんの

背中を押して、脱原発を進めたということがわかってきたのです。「モルゲン明日」では、

私は希望が見えたのです。 

上遠：私も「モルゲン、明日」を見て、こういう国が実際にあるんだ、私たちもやればでき



るはずだと思いました。ですから是非皆さん、こちらの映画も見ていただきたいです。 

坂田：「モルゲン、明日」は、今横浜シネマリンでやっています。12 月の 14 日から 28 日ま

ではアップリンクで上映します（14 日から 20 日までは吉祥寺、それ以降は渋谷のアップ

リンク）。反原発のいろいろな方との対談もあります。これまでの映画では私はそれほど

政治的な発信をしようと思わなかったのです。でも次の「モルゲン、明日」は私たちが発

信し続ければ変えることができるのではないかという信念をもって、今まで以上に上映活

動に力を入れています。 

上遠：私たち、今まで黙りすぎちゃったのですよね。福島の原発についても、誰かさんは「ア

ンダー・コントロール」なんて言ってますけど、とんでもないです、今だって汚染水は出

ているのだし、この間は廃棄物をドラム缶に入れて海に捨てればいいんじゃないかなんて、

いまだにそういうことを言っている人がいる・・・海はとてもダイナミックなものですか

ら沈んでそこにじっとなどしていません。ドラム缶が腐食すれば中のものは全部出てしま

って、世界中の海を汚染します。今だって十分汚染していますが。福島の事故のあと、津

軽海峡のほうでとれたタラに放射能が検出されたのです。その時、とある政治家が「なん

で福島の魚がそんなところまで行くんだ」と言ったんですが、そういう感覚では困ります。

放射能も今のプラスチックの問題もそうですが、私たちはイマジネーションを駆使して、

こうなるんではないかということを考えて声を上げていかなくてはならないですね。 

坂田：質問していいですか？上遠さんはレイチェル・カーソンにどういう風に出会われたの

ですか？ 

上遠：何回か出会いがありました。最初はやはり海の本です。これでも私はリケジョ（理系

女子）だったんですよ、科学者でこんな素晴らしい本を書くというのにちょっと憧れまし

た。次に『沈黙の春』に出会ったのですが、最初の印象はよくありませんでした。私は昭

和 4 年生まれだから戦争中の腹ペコ時代を十分知っていますし、戦中戦後の腹ペコ状況を

救ったのは DDT じゃないかなんて思っていたわけです。それで、アメリカは戦争に勝っ

たから、空襲も受けないから、化学物質はいけないなんて…ちょっと贅沢じゃない？とい

う気持ちがあったのです。でもそのあと松井やよりさんという朝日新聞の婦人記者の方が、

母乳のなかに DDT が入っているといスクープして、それで私も猛烈に反省して『沈黙の

春』を読み直し、とても親近感を覚えました。 

 ただ、私は彼女に会ったことはないのです、気づいたときは亡くなっていました。でも、

亡くなった人がこんなにも私の中で大きな位置を占めているということに感動していま

す。 

坂田：私の母は長野県の須坂市に住んでいたのですが、知り合いが母のことを「須坂のレイ

チェル・カーソン」と呼んでいたんですよ。でもその頃私はカーソンを知らなかったし、

『沈黙の春』も知らなかったので、右の耳から入って左に素通りしていたんですが。でも

そのあたりからご縁があるのかもしれませんね。 

上遠：そうです、お母様のこのご本を読むとそう思いますよ。立派だったなあと。本当に平



和と命のことを考えていらしたから、こういうことがおできになったのですね。 

坂田：当時の日本の『沈黙の春』への反応はどうでした？ 

上遠：1965 年に翻訳が出ました。新潮社から出たのですが、その名前が『生と死の妙薬』

という、なんだかミステリーものみたいな名前でした。それでも当時でも 1 万部以上は売

れました。訳者は青木簗一さんというペンネームの方で、この訳者が誰なのかと長いこと

話題になりました。今ではもうお話ししてもいいと思います。南原實さんというドイツ文

学者の方が訳されました。 

 今だに『沈黙の春』は読み続けられている、文庫本だったら 100 刷りを越えています。

ということは、あの本は 20 世紀最大の問題提起の本と言われていますが、いまだにその

問題が解決されていない、汚染は続いているということなのです。レイチェルが言ってい

るのですが、『沈黙の春』を書いたときの気持ちというのは、この映画にもありましたがビ

キニに降り注いだ白い死の灰と、ＤＤＴの白い粉が彼女の中でオーバーラップしたんです

ね。リンダ・リアというカーソンの伝記を書いた人がいますが、リアさんと話していた時、

『沈黙の春』の起源というのは、ＤＤＴのことだけでなく原子力科学と原爆だね、死の灰

のことがあったからこの本も書く気になったんだと思うと言っていました。彼女が亡くな

ったのは 1964 年ですが、1963 年の秋、もう車いすでなくては動けないような状況で行っ

た講演で、こんなことを言っています 

放射能による汚染は明らかに原子力時代と切り離せない側面です。それは原爆のみでなく

原子力の平和利用とも切っても切れない関係にあります。こうした汚染は突発的な事故によ

っても生じますが、廃棄物の投棄によっても継続的に起こっているのです。この根底には道

義的な責任があります。私たちは今生きている人の肉体的被害について考えます。しかしま

だ生まれていない世代への影響は計り知れないほど大きいのです。彼らは私たちが今下す

決断に全く意見をさしはさめないのですから私たちに課せられた責任は極めて重大です。 

これは 1963 年ですからもう 50 年以上前に言っているのですが、これはまさに今私たち

に向けられた言葉だと思えます。 

坂田：私の最初の 2 作は枯葉剤の話で次の 2 作が放射能の話なのですが、時々、その関連

はどうなっているんですかと聞かれます。まさにレイチェル・カーソンが、放射能も化学

物質も人間が作った不吉な物質で、生命の輪を断ち切ってしまうということを言ってい

るのですね。「沈黙の春を生きて」を作っている最中に福島の事故があったのです。私は

枯葉剤の問題をどうやったら日本の皆さんにわかってもらえるかなと考えていました。

50 年前にレイチェル・カーソンが警告しているにもかかわらず今も環境破壊が続いてい

る、ということは今私たちがしていることでも 50 年後に災厄をもたらすことがあるんじ

ゃないか、目を見開いて考えなくてはいけないという気持ちで映画を作っていたのです。

それがまさにその 50年後の災厄が福島の事故という形で目の前に立ちはだかった感じで

した。ですから私の中では枯葉剤と原子力の関係は切りはなせない関係にあります。ただ

なかなかすぐにはつながらないようです。 



上遠：そうです、みんな、かかわりあっているのです。生きものだって食物連鎖で一番頂点

に立っているのが絶滅に瀕している、そのように全部かかわりあっていく、そのことを私

たちはいつも思っていなくてはいけないですね。カーソンが最後の遺作として残してい

ってくれた『センス・オブ・ワンダー』という本があります。それは自然のふしぎに目を

見開かせようという本なのですが、そういう感性というのは決して自然の美しさにだけ

ではなく、社会、国際情勢や差別などにもアンテナを張り巡らす感性です、そういうもの

を私たちは持たなくてはならないなあと思います。 

坂田：それと、私たちが自然と切り離されたものではなく自然の一部だと思うことで、安ら

ぎが与えられるとも思います。 

上遠：その通りです、カーソンが言っているのですが、地球は生命の糸で編み上げられたネ

ットでおおわれていて、その網目の一つ一つに命がある、人間もその網目の一つなのです

が、その網目の一つにしか過ぎない人間が科学技術の力を持ってしまって、そのネットを

ずたずたにしているのではないか、と。その網目の一つ一つは、やはり美しくあってほし

いものです。 

坂田：それによって私たちは支えられているのですね。 

上遠：そうです、人間だけ特別ではないんです。私などはもう今生きている人間でいえば、

絶滅危惧種なんですよ。戦争体験のある人はだんだん少なくなって。 

 私は今でも焼夷弾が落ちてくるシュルシュルという音を思い出しますし、幸いうちは

燃えなかったのですが近くの畑に突き刺さって燃えていたのを思い出します。友達が直

撃にあって本当にあっという間に亡くなってしまったり。中学 2 年までは授業がありま

したが 3 年からは工場に行かされました。何の選択肢もない、希望もないけれど希望が

ないということすらわからない。戦争が終わって、もっと他の生き方があるんだ、と知っ

た時は腹が立ちましたね。私の青春を返して！という感じです。英語は敵国語だからダメ、

本は読んじゃいけない。…戦争末期の時、工場で本を読んでいたら「何読んでいるんだ！」

って、怒られて。配属将校のところまで連れていかれて「出してみろ！」と言われたんで

す。恋愛小説でも読んでいると思われたんですね、でもそのとき読んでいたのは『海辺の

いきもの』という本だったんです。将校は振り上げたこぶしの行き場がなくなった感じで

した。その時ついて行ってくれた先生がちょっとニヤッとしたのを覚えています。きっと

その先生は「ざまあみろ」と思ったのでしょう。 

 でも、そんな青春ってひどいですよね、ですから私は今、生意気だと思う若者もいるけ

れども、それでもその人たちに私のような思いはさせたくないです。 

坂田：私よりちょっとだけ長く生きていらっしゃるわけですが、いま日本は、そして世界は

どこへ向かっていると考えられますか？ 

上遠：私はちょっと恐ろしいです。どこへ行くのだろう、こうやって人類って破滅していく

のかな、と思うこともあります。 

 『センス・オブ・ワンダー』を訳した時に本屋に行って「センス・オブ・ワンダーって



いう本ありますか」って聞いたら、店員さんが「え、戦争って何だっていう本ですか？」

と言ったんですよ。でも実は今、戦争ってなんだ？という感性が必要ななのではないかと

思っています。第二次世界大戦のような戦争になるかどうかはわかりませんが。人類がこ

れで滅びるのではないかというような、何かそういう気がかりはあります。 

坂田：タガが外れているという感じはありますね。 

上遠：絶滅危惧種は、ああ、早く絶滅したいな、なんてね。坂田さんはこれからどんなお仕

事を予定していらっしゃいますか？ 

坂田：今日も出てきたビキニのことなのですが、この映画ではあまり使っていないのですが、

かなり撮りためたものがあります。彼らはいまだに島に帰れないで、そのうえ温暖化で島

が沈みつあって浸食されてきていて、人口の 1/3 はアメリカに移住してしまっている。

移住先でどういう生活をしているかというと決して楽ではないのです。ハワイ島の火山

灰がごつごつしていて何もないようなところに掘っ立て小屋を建てて生活している、ビ

キニ実験から 70 年近くたつ今も、生死にかかわるような状況で生きているという実態を

知っていただきたいと思い、そういう映画を作ろうと思っています。 

上遠：確かに、ビキニ事件以降に、その島民がどうしているかあまり知らされてきていませ

んでした。この映画で初めて知って、本当に大変だということがわかりました。大国の傲

慢さ、何も知らされずにあんな生活を強いられている、あんなことはあってはいけないで

すね。 

坂田：核実験はマーシャル諸島の中でもビキニ環礁とエニウェトク環礁というところで行

われたのですが、ビキニは 23 回、エニウェトクでは 44 回行われています。ビキニは島

民が元に戻れないのですが、エニウェトクでは表土をはがして除染したからというので

島民が戻って暮らしているのです。ところが病気がどんどん増えているし、食べるものは

ない。表土をはがしとってしまったので木が生えません、ウミガメや魚も汚染されている、

本当に気の毒な状態です。そこにルニットドームというものがあります。核実験の時にで

きたクレーターのなかにその時の廃棄物とか汚染土を全部埋め込んでコンクリートでふ

たをしているところです。年月が経ってその蓋がひび割れて放射性物質が流出している

ところがあります、それを私は何とか伝えたいなと思っているのです。 

上遠：ぜひ伝えていただきたいです。ビキニの時も、第五福竜丸だけじゃないですよね、被

爆したマグロ漁船はいっぱいありました。そういうドキュメントもありますけれども、何

の補償もない、黙らされちゃったという感じです。 

坂田：ビキニの人たちもそうです、黙らされてしまった。アメリカからいまだに補償を貰っ

ているのですが、３か月 80 ドルです。人を馬鹿にしています。 

 日々のニュースでいろいろな問題があるのでついつい目がそちらに向いてしまい、見

えてこないものがあるのです。日々変わっていくニュースにとらわれずに、いろんなもの

を見ていくことが大事だと思います。 

上遠：日々のニュースの影にある本質を見抜く賢さを、身につけなければなりませんね。最



近マスコミもちょっと腰が引けちゃっていて、もっとはっきり言ってほしいということ

もいっぱいあります。 

 

フロアから： 

☆：大阪から来ました、先ほどのビキニともう一つの島の名前はなんだったでしょう。 

坂田：エニウェトクです。大阪でも上映会がありますのでぜひ見てください。 

☆：私の終わらない旅は 2 度見ました。原発はあること自体が、私たち生きものが生きてい

く上では不適切、事故を起こそうが起こすまいが、あってはいけないと思います。東京電

力福島第一原発事故は東日本のあらましを汚染したと言っても過言ではありません。悔

しいかな、子どもたちが土を触ったり水を触ったり虫を触ったりできなくなりました。 

 南相馬から避難したのですが、南相馬では田んぼの水路にメダカがいました、夜には蛍

が舞います。田舎暮らしがしたくて、町田から南相馬に行ったのですが、四年間しか暮ら

してなかったんです。でもそこで、感動したのですね、それがみんなやられてしまって子

どもはもうあそこで生きていくのが大変だと思います。自然の美しさやすばらしさに接

することがもうできないなと悔しい思いでいっぱいです。 

 命よりも利益が優先、しかも戦争への道に向かいそうで、いのちに逆行することを政府

が進めているという危機感でいっぱいです。今日はどうもありがとうございました。 

坂田：ご意見、ご感想ありがとうございました。ただ、そこであきらめないで、一人一人の

声がいつか何かを変えることができるという信念を持ち続けることが大事ですね。 

 ドイツで取材するときに「ドイツではなぜこんなことができたのか知りたくて取材に

来ました」というと、ほとんどの人が「私たちが知りたいのは、日本では福島の事故があ

りながらどうしてやめられないかのということです」という反応です。そのたびに私は自

問自答してきたんですけれど、どうしてだと思われますか、皆さんのご意見を聞かせてく

ださい。 

☆：私は日本人って島国根性で少し鈍感じゃないかと今気がついているんです。鯨を取っち

ゃいけないとかビニールを使いすぎだとか、他の国から言われたから気づくというか。自

分もそうなのですが、日本人の鈍感さを感じています。よその国のように国と国がつなが

っていたらしょっちゅう気にしなくちゃいけないけど、日本は島国だからのんびりしち

ゃって。私も最近気がついて反省しています。もっと怒ったり喜怒哀楽をはっきりさせた

らいいのでしょう。例えば、戦争するなら私はもう子どもを産みません！くらいのことを

言って驚かしたほうがいいかもしれません。 

☆：今日はどうもありがとうございました。どうして日本はやめられないのかということで

すが、僕が思うのは日本がアメリカの保護区になっているからということです。宗主国で

あるアメリカにお伺いを立てないと何もできない。安保体制下の地位協定に原因がある

と思います。地位協定は日本にいる条件を決めていることですがそれだけでなく密約な

どがあり、その中でいろいろ定められています。ドイツとの違いは、国民が運動してもア



メリカに押さえつけられると日本政府は何もできない、アメリカに忖度をして物事、政治

を決めていくという点です。「日本がアメリカに行って原子力政策を決めているんだ」と

いうと、向こうの人は「自分の国の問題なのだから自分で決めたらいいじゃないか」とい

うんです、でも現実問題としてはアメリカにお伺いを立てて決めてしまう。これが保護区

だということだと思います。それを実証するものとして、原発からは離れて恐縮なのです

がオルブライト元国務長官がニューヨークタイムズのインタビューを受けたときのこと

を上げます。「辺野古が燃えているみたいですが大丈夫ですか」とインタビューを受けた

時、彼は、「いやいや私は心配していないよ、あそこは何と言っても保護区だから私たち

の言うことを聞くんだ」と答えました。これがやっぱり根底にある問題なのではないかと

思います。 

 また先ほどのダイオキシンの問題ですが、これは基地にも共通する問題です。泡消火剤

の成分に大量のダイオキシンが入っているそうです。ジェット機が基地の中で火災を起

こすことがあるのですが、その時その消火剤が大量に使われます。それが土壌にしみこん

でいくのではないかと心配ですが規制は何もされていません。地位協定上チェックもで

きないのです。そのようなことも頭に入れていただきたいです。 

坂田：上遠さんはどう思われますか？ 

上遠：日本では市民運動がなかったですね。要するに、上手に騙されちゃった。平和利用と

かクリーンエネルギーとか。ちょうど地球温暖化が起こって、石油などよりはこちらのほ

うがいいというのに騙されちゃった。ちゃんとしつっこく考えなかった。もちろん騙して

いるほうが悪いに違いないんだけど、でも騙されちゃったということに関しては、私自身

は深く反省します。 

坂田：ドイツも、ナチスの時代には騙されていたのです。ヒットラーの言うなりになってい

ました。今の違いというのは、ドイツ人は、ナチスの時代にあれだけ言うなりになってい

たのだから、もう権威の言うことは聞くのはよそう、自分で考えて自分たちで決めよう、

となってきました。日本はお上の言うことだから聞かなきゃいけないとか長いものに巻

かれろ、出る杭は打たれるとかそういうメンタリティが長いこと培われてきて、それを変

えるのがなかなか大変。福島の時に変わるかと思ったけど、変わらなかったです。そうい

うものに打ち勝って市民が自分の考えるところに従うようにしなくてはいけないんじゃ

ないかな、ということを次の映画で私は言いたいです。 

上遠：確かにドイツは徹底的に反省したけど、日本は敗戦を終戦というようになんとなくご

まかしちゃって、先送りにしちゃっているということがありますね。私たち自身も気をつ

けて発言していかなくてはなりません。 

☆：私が今まで読んだ本では、ドイツは原発大国のフランスからエネルギーを供給してもら

える状態にある、陸続きなのでいろんなところからエネルギーは日本などよりも簡単に

得ることができるんだと書いてありました。また原発のあるのがライン川沿いで、いわゆ

る人口密集地帯で危険度が非常に高いんだということを読んだことがあるのですが。 



 私も原発には絶対に反対で、あの福島の事故の時にはみんな「絶対に原発は持ってはな

らない」と思ったのに、次から次へと原発が再稼働されていくので、日本人というのは頭

がどうかなっているんじゃないかと思っている人間です。でも、原発を推進する人たちに

もそれなりの論理があって、日本の場合には島国なので、いったんことがあった時に石油、

天然ガスの供給が絶たれる、そのことの恐怖心を持つ人が非常に多いのではないかと思

います。ドイツのことを非常に高く評価する日本人が多いのですが、私は全く評価してい

ません。ドイツはナチスのせいにして、自分たちが独ソ戦をして二千数百万人を殺したそ

のことについてはほとんど反省していません。今ＥＵの中で武器を輸出している大国で

す。例えば日本が戦闘機を作って他の国に武器輸出をしたらものすごく大きな問題にな

ると思いますが、ドイツは潜水艦を作ってトルコにもギリシャにも売って対立させるよ

うなことをやっています。それでフランスなどではこのままドイツが大国になってまた

やるのでは、ということを恐れています。エマヌエル・トッドという学者がいますが、ド

イツを抑えるために日本も核武装してほしい、なんて言っているくらいに、ドイツという

のは警戒されています。ドイツと日本は条件が違うので簡単に比較できないと思います。

それで、「モルゲン、明日」で坂田監督がどういう風にとらえられているかという点を期

待して見てみたいと思います。今日は本当にありがとうございました。 

坂田：「モルゲン、明日」ではドイツの武器輸出とかには全然触れていません。もちろんド

イツのすべてが理想的であるというわけでは全くありません。私は脱原発と自然エネル

ギーの発展についてのみ語っています。 

 それとドイツはフランスから原子力を買っているというのはドイツの脱原子力と自然

エネルギーを過小評価するためのプロパガンダではないかと思っています。皆に刷り込

まれている、ドイツは脱原発と言いながらもフランスからエネルギーを買っている、これ

は全く事実と反するということなんです。というのはご存知のようにヨーロッパでは送

電線網があります、電気に色がついているわけではありませんから、これが原子力の電気

とかこれが太陽光の電気とかわからないわけです。でも総体としては、ドイツの発電は輸

出のほうが多い、ずっと多い。だからフランスから原子力由来のエネルギーを買っている

というのは当たらないです。でもそのような意見がみんなの中に根強いんです。先日高校

で話しをしたのですが、高校生の感想文の中にもそういうことが出てきました。だからテ

レビとかのマスメディアで、やっぱり原子力は必要なんだよということを刷り込もうと

しているのではないかと、私は思います。 

 もちろんドイツも問題があるでしょう、だからドイツは良いとあがめるような映画で

はなくて、ドイツの市民にもできたんだから、私たちにもできるはずだということを言い

たい、「モルゲン、明日」はそういう映画です。 今日はありがとうございました。 


