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巻頭言
3.11に想う　〜True Heroes of Japan〜

毎年3月11日が来ると、机の引き出しから一枚のワッペンを取り出し、当時を思い出す。

このワッペンには「JASDF FIRE RESCUE SAVED PEOPLE FROM RADIATION　True Heroes 

of JAPAN」との刺繍文字が刻まれている。

今号では東日本大震災から10年を迎えたことを受け、東日本大震災を特集記事として扱い

ました。当時、自衛隊による災害派遣活動はメディアでも大きく取り扱われましたが、ここ

では福島第１原発（１Ｆ）対応でもほとんど取り上げられることのなかった自衛隊の活動を

紹介します。

ご承知の通り、１Ｆは津波により全電源喪失となり、我が国の存亡に関わるような危機的

事態に陥りました。そして、発災から数日後、１Ｆの対応は全て防衛省・自衛隊に任せられ

ることになりました。

間もなく、防衛省内での会議の場で北澤防衛大臣から「このままでは日本は滅んでしまう。

何としても１Ｆを終息に向かわせなければならない。そのためには原発に注水し温度を下げ

る必要がある。」旨の発言がありました。その場にいた私は、「日本は滅ぶ」との言葉に遠い

昔に見た映画「日本沈没」のワンシーンが脳裏をよぎり、背筋に冷たいものが走ると共に強

い恐怖感を覚えたように記憶しています。

3月17日、陸上自衛隊は上空からCH－47大型ヘリコプターによる放水を行ないました。続

いて航空自衛隊が主力となって航空基地に配備されている大型消防車での放水を行いまし

た。これにより原発の温度は下がり始め、危機的事態は拡大から終息へと舵を切ることになっ

たのです。その後は、消防庁などが高性能な消防車などで放水（注水）を行い徐々に事態は

終息に向かっていきました。以上が１Ｆへの放水の概要です。

以降は、私が経験した航空自衛隊大型消防車の１Ｆ派遣の裏側になります。

当時私は、航空幕僚監部施設課において震災対応に携わっていました。施設課は航空自衛

隊の消防に関する事項も所掌業務としています。

記憶をたどると、放水が行われた2日前の3月15日、「原発に放水するので、100mくらい放

水できる車両はないか？」との御下問が上層部からありました。

航空自衛隊の各基地には航空機の事故に備え、その程度の能力を有する大型消防車が配備

されていました。しかし、それらの消防車は配備から20年近く経過した老朽車両であり、基

地内の数kmであれば高速走行も可能なのですが、最寄りの百里基地（茨城県小美玉市）か

ら百km以上の長距離走行できるかどうかは不安がありました。また、基地内のみの通行を

前提にした大型で特殊な車両のため、一般の道路を走るためには特別の許可を受ける必要も

ありました。消防隊員の任務も航空機火災などが対象であり、当然のことながら原発に関す

る知見は全くありませんでした。私も現在に至るまで原発を間近で見たことはありませんが、
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ほとんどの隊員も同じような状況だったと思います。さらに、水素爆発で瓦礫が散乱してい

るなど、現地がどのようになっているのかもわからない状況でした。

このような中で消防車の派遣について判断しなければなりませんでしたが、「現場にたど

り着けないのではないだろうか？」、「たどり着いたとしても放水もできないだけでなく、消

防車が瓦礫などで立ち往生しその後の他の活動の邪魔になるのではないだろうか？」、「放水

できたとしても隊員が放射線を浴びたり、爆発に遭遇したりして帰ってこれなくなるのでは

ないだろうか？」等々、様々なことが頭に浮かび派遣の是非を容易に判断することはできま

せんでした。

部下や同僚などと議論を重ねましたが、最終的には北澤防衛大臣の「日本は滅ぶ」という

言葉が頭から離れず、様々なリスクを胸に秘めながらも「放水可能です」と回答してしまっ

たのです。

今もってしても派遣した隊員には申し訳なかったと思っていますが、その時点では期待さ

れる成果を上げて帰ってくる確率は高くないと感じていました。また、放水に成功しても放

射線を浴びて命を落とすことになるのではないか、とも思っていました。私にとって派遣の

判断はそれほど重いものでした。

その後、放射線を遮るのに有効と言われていたタングステン板を車両の前面ガラスや運転

席に貼り付けるなど、派遣隊員の命を守るために出来得る限りの準備をしてもらい派遣に

至ったのです。消防車が一般道路を通行するための許可はとらなかったと記憶しています。

１Ｆにおける放水などの様子は門田隆将著「死の淵を見た男」に実名で著されています（残

念ながら、同著原作の映画「Fukushima50」ではこの部分は描かれていません。）のでここで

は触れませんが、派遣された隊員は原発に対する知見も情報もほとんどないまま現地に赴き、

任務を完遂して無事帰還したのです。

彼らの自らの命を懸けた活動は、自衛官の宣誓にもある「身の危険も顧みない」行動その

もので、沈着冷静な判断と勇気ある行動が成功を手繰り寄せたのです。あの場に彼らがいな

かったら、また、ミッションが失敗していたら、本当に「日本沈没」のような状況になって

いたかもしれません。

放水の成功は、彼らの崇高な使命観が恐怖心や不安感に打ち勝った証であり、正に彼らこ

そ「True Heroes of Japan」なのです。

この派遣の後、現地が落ち着きを見せ始めていた頃、航空幕僚長視察の随行としてヘリコ

プターで１Ｆ対応の前線基地であるＪビレッジを訪問する機会がありました。落ち着いてき

たとはいえ、現地は自衛隊消防車の待機が継続中で、まだまだ緊迫感に包まれ、改めて事故

の大きさと終息の困難さを感じさせられるものでした。

視察の途中、隊員を派遣した百里基地の訪問もありました。第一陣として派遣された隊員

は基地に帰り、既に元気に勤務していました。そこで航空幕僚長は派遣隊員を含む基地の隊
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員を前に労いの言葉をかけました。その言葉に目に

涙をためる隊員もいました。おそらく、派遣時の過

酷な状況を思い出してのことや任務を完遂できた満

足感からの涙だったのでしょう。私も派遣を決めた

時のことを思い出し、目頭が熱くなったことを昨日

のことのように覚えています。

ミッションから数か月後のある日、百里基地から

一枚の布製ワッペンが郵送されてきました。航空自

衛隊には団結の強化や士気の高揚を目的として部隊

のロゴマークやマスコットキャラクターなどを題材

としたワッペンを作り、ジャンパーの胸や袖に付けるという慣習がありましたが、送られて

きたワッペンは「１Ｆ対応に関わった隊員を称えるために」と、百里基地司令の発案で作成

されたものとのことでした。そのワッペンには、放水する消防車のイラストと共に「JASDF 

FIRE RESCUE SAVED THE PEOPLE FROM RADIATION True Heroes of JAPAN　2011.3.11」

という文字に加え、私の名前Y.TAKAHASHIと刺繍されていました。このワッペンは私を１

Ｆ対応で共に戦った仲間のひとりと認めるとともに、派遣の判断が正しかったことを示す証

明書のように感じさせてくれるものでした。そして私の大事な宝物として机の中にしまわれ

ており、3月11日が来るたびに手に取って当時を思い出しています。

なお、このミッションをきっかけに、航空自衛隊の各基地にあった古い消防車はほどなく

新型に代わったことを付記しておきます。

終わりにあたり、震災で犠牲になられた多くの方々のご冥福をお祈りするとともに、今も

不自由な暮らしをされている方々などに対し心よりお見舞い申し上げます。

今後も、自然災害を始めとする様々な国難が我が国を襲うでしょうが、当学会は産学官が

集い、研究活動や交流などを通じて、我が国の平和と独立を守り、国民の安心、安全に繋が

る活動を継続してまいります。当学会に対する会員の皆さまの益々のご理解とご支援を頂け

ますよう、何卒よろしくお願いいたします。

髙橋　芳彦

（一社）防衛施設学会　常務理事
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