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“騙されない自分”を創るために
―原爆と原発と沖縄と―

永石幸司（新興出版社啓林館労働組合）

ヒロシマ・ナガサキの原爆を 67 年前に経験
した人類。「核の軍事利用」には反対の被爆国
日本でも「核の平和利用」と称して進められて
きたエネルギー政策。その大転換を図ってしか
るべき機会があった。その一つが 1986 年 4 月
のチェルノブイリ原発の大事故だ。日本の支配
層はこれを教訓化せず、「日本の原子炉の方式
が異なるから大丈夫」と安全神話を造りつつ推
進してきた。その結果、地震国日本で起こるべ
くして起きてしまったのが東京電力福島第一原
発での大事故である。チェルノブイリ事故から
25 年が経っていた。

科学技術を過信し、放射能の恐ろしさを忘れ
かけた人類への警告でもあったのではないだろ
うか。

今から 20 年ほど前、私は労働組合の動員で
原発関係の講演を聞きに行った。講師はたしか
京都大学の先生だったと思う。「原発は低コス
トだと言われているけれども、チェルノブイリ
級の事故が数十年に一度でも起きることを含め
て考えれば極めて高コストな代物」という話は
今でも記憶に残っている。現に、大きな原発事
故だけでも、スリーマイル島（1979 年）、チェ
ルノブイリ（1986 年）、フクシマ（2011 年）
と、10 年や 20 年くらいの間隔で起きてしまっ

ている。「原発＝低コスト」がいかにまやかし
であったのかに気づかされるには今回のフクシ
マは大きすぎる代償であった。

原発の問題は、産業従事者や周辺住民が被曝
する可能性があるということだけではない。原
子力発電を行うためにその過程で出た放射性物
質の“ゴミ”の処理方法の安全性が確立していな
いこと、そして、その管理にとてつもなく長い
年月を要することも挙げられる。

核分裂の連鎖反応を起こすのが自然界にわず
か 0.7％しか含まれていないウラン 235 であ
る。これを原発で使うために 3％程度までに濃
縮している。これが「濃縮ウラン」であり、濃
縮した残りが「劣化ウラン」（ウラン 238）
である。劣化ウランは原子炉で濃縮ウランを燃
やしたあとにもプルトニウムとともに排出され
る。この「核のゴミ」の処理には手間と時間
がかかるが、アメリカはこれを兵器に搭載して
敵と見なした地域にばらまくという蛮行を行っ
た。9.11 の同時多発テロを契機にブッシュが
起こしたイラク戦争で、劣化ウラン弾が使用さ
れたのである。その後も米軍は世界各地の実弾
演習場で劣化ウラン弾を使っており、沖縄もそ
の一つであったとの証言も出ている。「核の平
和利用」は「核の軍事利用」につながっていた
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のである。
原子炉内でできてしまう放射性物質のうち、

半減期が異常に長いのはプルトニウム 239 で
24,000 年だという。この半減期は、熱や圧力
をかけても、いかなる化学反応を施しても変え
ることができない。24,000 年という時間の長
さは私には想像もつかない。子・孫・曾孫…の
世代をはるかに超えて（25 年で 1 世代として
単純計算すると）960 世代先の子孫にまで管理
を強いることになるのだ。ちなみに、自然界に
元々あるウラン 235 の半減期は約 7.0 億年、
ウラン 238 の半減期は約 45 億年とのことなの
で、地球が誕生した頃にあったウラン 238 の
量はようやくその当時の半分になったことにな
る。

このように、濃縮ウランをつくったり、核分
裂を人為的に起こしたりしてしまった人類は、
永久的といっていいほどに放射性物質の管理を
背負わされることになる。今の私たちにできる
ことは、これ以上「核のゴミ」の量を増やさせ
ないためにも原発の再稼働をさせないことだ。

個人的な話になるが、本土復帰 40 周年の沖
縄を 6 月に訪れた。出版ユニオン結成 10 周年

記念のツアーとして、米軍基地や戦跡
を巡ったが、ガイドを務めていただい
た沖縄県平和委員会の大久保康裕事務
局長から次のような説明を聞いた。

今から 8 年前の 2004 年 8 月 13 日
に、米軍普天間基地所属の大型輸送ヘ
リコプターが訓練中にコントロールを
失い、沖縄国際大学に墜落・炎上。防
護服に身を包み、放射線探知器を持っ
た米兵がすぐに駆けつけ、何かを回収
しようとしていた。ローターブレード
（回転翼）の付け根の部分には氷結な
どによる亀裂・劣化を検出するために
ストロンチウム 90（放射性物質）が 1
個ずつ、計 6 個がステンレス容器に納
められていたが、そのうちの 1 個が未
だに回収されていないという。

放射性物質は原発のみならず、意外
なところにも使用されていることを知った。放
射線は見えないだけに恐ろしい。

日米安保としての米軍基地を沖縄に押しつけ
ている構造は、過疎地域に原発を建設する構造
と同じだ。地元に多額の補助金が支給されてい
ることも共通している。ここにも経済格差を利
用した“犠牲”の押しつけがある。

関西電力管内のこの夏の電力は、福井県の
大飯原発を再稼働させなくても不足する日は 1
日もなかったことが明らかになった。

この夏、神戸市で開催された「教育のつど
い」の分科会の中で、千葉県の先生が話された
「“除染”とはまかやしの言葉だ。放射性物質か
ら放出される放射線量それ自体が少なくなった
り無くなったりするわけではない」という話が
印象に残っている。

騙されないために知識や情報を得るように努
め、情報操作されても“騙されない自分”を創っ
ていきたいという決意を新たにしている。

※ 図は、西谷文和『報道されなかったイラ
ク戦争』、せせらぎ出版、2007 年 2 月、p.38
より許可を得て転載
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言葉メガネに磨きをかけよう
―ビナードさんの講演を聴いて―

田中伸武（前新聞労連副委員長・中国新聞労働組合）

「ペテン」「インチキ」「デタラメ」…辛辣
な言葉がポンポン飛び出す。詩人アーサー・ビ
ナードさんの講演「脱あるいは反原発運動と表
現の自由」（ＭＩＣ主催、2012 年 7 月 9 日、
文京区民センター）だ。

淡々とした語り口ながら、原子力発電にかか
わってきた権力者や大企業に対する厳しい指摘
が相次ぐ。同時に、安全神話づくりには数々の
「言葉の欺瞞」があったことを解き明かし、検
証してゆく。

マスコミを含めた私たちがこれからも欺瞞を
見抜き、ものごとの本質に迫るためには「言葉
のレンズ（めがね）」を持たねばならないと訴
える。確かな「視座」あるいは「立ち位置」の
ことだろう。

ビナードさんは日米両国民の視点をクロスさ
せながら、ものごとを表裏両面、左右両サイド
から観察し、意表を突く言葉を放って私たちを
ハッとさせてくれる。

講演で出された印象深いキーワードをピック
アップしながら内容を紹介する。
「いきもの肯定派」

私は「反原発詩人」と呼ばれる。「反対」「造
反」という言葉は、流れに抗う悪いイメージ
だ。しかし、私は何かに反対しているのではな
い。「生命を肯定する立場」で行動している。
原発推進の経済団体の方こそ「生命反対派」で
はないか。
「ピカドンとアトム爆弾」

生まれ育ったミシガン州の学校で原爆投下の
正当性を習った。多くの米兵の命を救うために
使ったのだと。しかし広島で「ピカドン」とい
う言葉を聞いて見方が変わった。核開発した側
と、焼けこげにされた側では、同じ原爆でも表

現は全く違う。
「たなぼた大統領」

ローズヴェルト急死により大統領となったト
ルーマンだが、なぜ原爆を２発も落としたの
か。ウランとプルトニウムの２種類をテスト
し、威力をソ連に誇示した。原爆開発の膨大な
秘密予算は、合衆国憲法に違反していた。無駄
だと批判を受けないためにも実際の投下が必要
だった。
「ジリジリとピカドン」

核エネルギーを「ジリジリ燃やす」のが原子
炉で、「一気に燃やす」のが原子爆弾。どちら
も核分裂の連鎖反応であることは同じだ。生き
物には合わない。
「世界一の広告代理店ホワイトハウス」

戦争が終わっても巨大な軍産複合体を維持し
儲けるため、「戦勝は輝かしい兵器・原爆のお
かげ」という物語をでっち上げた。8・6 は米
国にとって「アトム売り込みキャンペーン始ま
りの日」だ。やがて「下請け永田町」にもキャ
ンペーンの仕事が…。
「平和利用なーんちゃって」

ア イ ゼ ン ハ ワ ー 大 統 領 は「Atoms  for 
peace」と演説し、最も遠い存在である核と平
和を結びつける離れ業をやってのけた。原発は
平和利用のためというペテンに被爆者もひっか
かった。そして今、日本では福井県の大飯原発
の再稼働でも「生活を守るため」という理由が
使われる。同じＰＲ戦術が繰り返された。日米
の核利権は「トモダチ作戦」みたいだ。

以上のように、ビナードさんの講演は詩人の
風刺というだけでない。歴史や政治の問い直し
を私たちに迫ってくる。「命と金とどっちが大
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原発事故は終わらない
山田隆（出版情報関連ユニオン）

※本稿は 2012 年 7 月 14 日の出版労連定期大会
において、特別代議員として発表した報告をまと
めたものである。

本日 7 月 14 日、『まだ、何もはじまってい
ない―原発のない未来へ』という本が出来てま
いりました。宣伝用の大きなポスターも出来ま
したので、持ってきました。実は、私が自分で
作ったのです。

「まだ、何もはじまっていない」。何のこと
でしょうか。私の理解するところでは、これは

原発の大事故が何も終わってはいないという意
味を含んでおります。この 7 月に提出されま
した国会の事故調査報告書にも「事故は収束し
ていない。」と書かれております。

原発の事故、過酷事故（シビアアクシデン
ト）という今回の福島第一原発の事故の場合、
その特質として、一度現実に事故が起きてしま
うと収束するということがない（＊）のです。
26 年前に起きましたチェルノブイリ原発 4 号
機の核暴走爆発と、その後の炉心溶融事故もそ

切か」と常に突きつけているように見える。
講演後の打ち上げで、ビナードさんが明かし

てくれた。「子どもの頃、米国が民主主義のた
めに戦争を戦ったというテレビ番組を見ている
と、祖父が『馬鹿か、戦争は金儲けの為にやっ
てるんだ』と吐き捨てた。それが頭にこびりつ
いている」という。本質を見抜こうとする頭脳
構造はおじいさん譲りだったのか。

講演ではマスコミ批判はあまり聞かれなかっ
た。事前の話では「報道に対して佃煮にするほ
どいっぱい文句はある」とのことだったが時間
がなかった。ただ「マスコミは、ウソに切り込
んでいく作業が必要だ。原発を推進する人たち
は長期計画を持っている。それらと闘わなけれ
ばいろんなインチキがまかり通ってしまう」と
注意を促した。

「詩人もマスコミも今は（為政者たちに）負
けている状態」とも言う。私たちは言葉によっ
て真実を伝える役割を持っている。原発安全神
話を伝え、真実を伝え切っていなかったのだか
ら、確かに「負け状態」だと言えるだろう。

ビナードさんは 3・11 の後、広島市にも居
を構え、東京と行き来しながら創作、講演活動
をこなしている。広島では被爆者の遺品に向き
合って詩をつくり、東京では金曜日の官邸前デ
モに自転車で通うなど、創作と運動にかかわっ

ている。表現者でありながら実践者でもある伝
道師のようだ。

私たちも言葉メガネを持ちたい。いや、案外
曇ったメガネをかけているだけなのかもしれな
い。だとしたら曇りを拭って物事を見つめ直さ
ねばならない。

70年以上前、多くの日本人とマスコミは「鬼
畜米英をやっつける聖戦完遂」が正義だと信じ
ていた。つい昨年までは「原子力こそ未来を開
くクリーンなエネルギー」ともてはやしてい
た。

そして今、私たちは次の重大なウソに気づか
ず、思い込みをしているのではないか。マスコ
ミはそこに切り込んでいないのではないか。私
たち一人ひとり、言葉メガネのレンズに磨きを
かけなければならない。

日米を行き来し、過去と現在を行き来するビ
ナードさんは、未来に対する責任を私達に背負
い込ませてくれる。

【アーサー・ビナード】1967 年 7 月 2 日生
まれ。ニューヨーク州コルゲート大学英米文学
部卒。1990 年に来日し、日本語の詩作、翻訳
を始める。詩集『釣り上げては』で中原中也賞、
『ここが家だ　ベンシャーンの第五福竜丸』で
日本絵本賞を受賞。
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うです。当時は、いわゆる石棺を作って爆発
した原子炉を封鎖しました。それから 26 年が
経ち、石棺のコンクリートが劣化してボロボロ
になってきたために、放射能漏れがひどくなっ
てきています。ソ連という国はもうなくなって
しまったので、ウクライナ共和国の政府が新し
い石棺を建設することになったと報道されまし
た。耐用年数は 100 年ということです。私の
知人は「短いねえ」と言いました。私も同感で
す。

日本はどうでしょうか。福島第一原発の 1
～ 3 号機が炉心溶融して、1 ～ 4 号機が爆発し
ました。まだまだ放射能漏れが続き、作業員は
被曝し続け、16 万人の住民が避難生活を強い
られております。誰も責任を取らず、何も解決
しておりません。にもかかわらず、日本政府は
昨年 12 月 16 日に事故収束宣言を発して、こ
の７月に大飯原発 3 号機を再稼働させてしま
いました。多くの人が抗議しているのにも耳を
貸さずに、どうしても原発を動かしたいという
ことです。

この宣伝ポスター・チラシには「真実を見抜
く力、伝える勇気」というキャッチコピーが書
かれております。私は、この言葉を恐ろしいと
思います。義務教育の授業で、道徳のお説教を
聞かされているようなものとはわけが違いま
す。ある母親が「子どもを放射能から守ろうと
すると、とたんに敵は放射能だけでなくなるの
です。」と話したそうです。小さな子を持つ親
たちや、福島県内のあちこちで起こっている地
域の分断、家庭内での無数の対立、原発離婚と

いうことの背景には、ここでの「真実」と「勇
気」の問題が含まれています。先日、福島市在
住の知人からメールが来ました。「ただ被曝を
我慢して受け、命をつないでいるだけの毎日
を、生活とか暮らしとかいう言葉で呼びたくは
ありません。」とありました。私はこれを読ん
だ後、誰とも口をききたくありませんでした。
このように弱気なことではいかんと思っている
のですけれども。

原爆被爆医師の肥田舜太郎先生。このような
肩書きを持ち、94 歳のこの老人が忙しくて仕
方がない。これ自体、異常なことです。その肥
田先生はこうおっしゃっております。

「これからの若い世代の人は、世界中の核を
なくすために生涯を捧げてください」。肥田先
生という、異常な生き方を生きてこられた人だ
から、さらりと言ってのけたのだと思います。

自分はどうか。齢を重ね、人生もとうに半ば
を過ぎてはおりますが、すぐに先生の呼びかけ
に応じられない自分がおります。明らかに躊躇
している自分がいます。

ただ、見て見ぬふりだけはできない。それだ
けはすまい。ますます勇を鼓して、核技術の全
廃を追求しなければなりません。

皆様。ともにたたかいましょう。

＊日本政府は 30 ～ 40 年後に溶融した燃料
を回収すると言っているものの、回収する技術
の開発を一から開始するのだという。このよう
な荒唐無稽を信じることは、少なくとも私には
不可能である。

学習会「安全神話と福島の『教育』」
に参加して考えたこと

米森俊輔（出版情報関連ユニオン・合同支部）

原発問題委員会では昨年 12 月、「原発と教
育」というテーマで小林公吉先生（元高校理科
教員）、山田隆さん（原発問題委員会）を講師

として学習会を行い、文科省が作成した「放
射線等に関する副読本」（以下、山田さんのア
イデアにならって「服毒本」と称する）の虚偽
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を暴き出し、警鐘を鳴らした。何よりも、あの
過酷事故から何も学べない省庁がこの国の〈学
び〉を司っているというブラックユーモアのよ
うな現実に言葉を失った。

7 月 21 日に行われた学習会「安全神話と福
島の『教育』」はこの続編にあたる。講師は福
島大学准教授の後藤忍先生（環境システムマネ
ジメント専攻）と、「子どもたちを放射能から
守る福島ネットワーク」の高橋誠子さん。

後藤先生は、「服毒本」が生まれた背景とし
て、教育の現場やメディアで原子力がどのよう
に扱われてきたかということを、スライドでわ
かりやすく丁寧に解説してくださった。

高橋さんは、これまでのテーマの「服毒本」
からは離れ、生活者の視点から、子どもがどの
ような状況で生活し、遊ばされているか、親た
ちはどんな思いでいるのか、ということをご
自身の言葉で、切実にお話しになった。「子
どもの命を守ることがこんなにも難しいのか」
「〔子どもを自由に遊ばせることができず〕ま
るで紛争地域に住んでいるかのようだ」という
言葉が印象に残っている。事故から 1 年以上
を経過した今も、東京からほんの 200 ～ 300
キロ北上すれば、そんな生活を強いられている
人たちがいる。原発事故の「収束」なんて大嘘
だ。

教育という点では、後藤先生のお話は学校教
育、高橋さんのお話は家庭教育の問題で、一
見、論点の違う別々の話のようだが、これを私
なりに関連させて考えてみた。

後藤先生の主張は、「減思力」教育批判であ
る。福島原発事故以前に行われていた、子ども
に原発推進論に基づく「ヒント」を与え、さも
子どもが自発的に原発を讃美しているかのよう
な絵や作文を作らせるコンクール。私は、「学
びて思わざれば則ち罔し」というように「学
（＝知識を得ること）」「思（＝知識を材料と
して思考すること）」が学問の基本と考える
が、一方的な情報のみを「学」ばせ、子ども自
身に自発的に「思」考したように見せかけ、そ
の実、あらかじめ用意した「答え」に誘導され
ているだけ。これでは原発以前に「教育」とし

て大いに問題がある。このような原発推進の教
育を後藤先生は「減思力」の教育と呼び、それ
が「服毒本」にも受け継がれているという。

これについては、「減思力」批判に依拠する
以上、「原発反対」に「減思力」的方法を持ち
込むことには気をつけなければならないと思っ
た。たとえば、かつての推進派たちと同じ方法
で、子どもを安易に「原発反対」に誘導するよ
うなヒントだけを与えて作文を書かせるような
ことがあったとすれば、後藤先生の批判はその
まま返ってくる。

また、後藤先生は教育の「公平性」というこ
とも強調された。後藤先生は「副読本の副読
本」（換言すれば「服毒本の副読本」）を作成
し、ネット上で公開している（出版の予定もあ
るとのこと）。一方的な「服毒本」の問題点を、
あくまで科学的なデータをもとに逐一指摘し、
批判する。「減思力」ではなく「増思力」を育
む副読本であると思った。

一方で、「公平性」ということに疑問を投げ
かけたのは高橋さんであった。高橋さんは、低
線量被曝の危険性は「公平性」によって過小評
価されているが、わずかでも危険性があるのな
ら人命を優先し、あくまで生活者の立場で安全
を考えるべきだろうという趣旨のことをお話し
になった。福島に生活する人の実感として当然
のことだろうと思った。「公平性」はときに、
弱者に対する暴力に変わる。それは今の福島が
実証している。

講演の後、「火事に気づかず遊びに夢中にな
る子どもが家の中にいる。外から大声で呼んで
も聞かない。やむなく、『外にもっとおもしろ
いおもちゃがあるよ』と騙しておびき出した」
という寓話を思い出した。私はこの話が大嫌い
である。「子どもは親（あるいは教師）に逆ら
うな」。そんな「上から目線」の主張が裏に
潜んでいると思わずにはいられない。だから、
後藤先生の原発推進派にすら「公平性」を尊重
し、あくまで子どもに考えさせ、判断させると
いう姿勢を私は尊いと考える。

しかし、「紛争地域」とも感じられる福島で
は、原発は悪だ、放射能は低線量でも危険だ、
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災害からの復興に憲法をどう活かすか
吉田典裕（出版労連副委員長）

2012 年 7 月 6 日、東京大学大学院教授で九
条の会事務局長の小森陽一氏を招いて「災害か
らの復興に憲法をどう活かすか」を演題として
文京シビックセンター会議室で学習会を行っ
た。参加者は約 30 名。主催は平和共闘委員
会、平和憲法特別委員会、原発問題プロジェク
ト委員会。憲法・平和・原発問題にかかわる 3
つの組織が合同で行ったのは、この間民主党が
マニフェストに反して、改憲案を発議する権限
を与えられた憲法審査会を始動し、自民党など
が改憲案を次々と発表するなかで憲法が危機的
状況にあることに加え、東日本大震災と原発事
故からの復興がきわめて憲法的課題だからであ
る。

小森氏は、①総選挙を想定した改憲キャン
ペーンの実態、②橋下「維新の会」の扇動の 5
つの手口、③総選挙に「改憲」を争点にする
理由、④日本国憲法の一つひとつの条文から
「3.11」以後の状況を打開する、の 4 本の柱
を立てて講演を進めた。この中で、小森氏は
「原発問題は 9 条問題だ」と述べた。原発と
安保は一括りの問題であり、そのことは憲法、
とりわけ 9 条との関係で見ると理解できると
いうことだと受け取った。講演は改憲をめぐる
状況に関する内容を中心とし、その中に「復
興」についての内容が挿入されたものとなった
が、その中から主要部分を紹介する。
憲法をめぐる最近の状況

小森氏は改憲キャンペーンの最近の状況とし
て、自民党などが 4 月下旬に相次いで「改憲
案」を発表したことを取り上げた。ポイントは

ちょうど 60 年前の 1952 年 4 月 28 日にサン
フランシスコ講和条約と同時に発効した日米安
全保障条約（旧安保）。4 月 25 日に「たちあ
がれ日本」（「自主憲法大綱『案』」）、自民
党（「憲法改正草案」）と「みんなの党」（「憲
法改正の基本的な考え方」）が 4 月 27 日にそ
れぞれ改憲案を発表した。小森氏はなぜこのタ
イミングだったのかを問う。これらは、サンフ
ランシスコ講和条約と同時に発効した（旧）安
保条約が 1952 年 4 月 28 日に発効したことを
意識したものだ。4 月 27 日に米軍再編「2 プ
ラス 2」（日米安全保障協議委員会。出席者は
日本側が外務大臣と防衛大臣、米側は国務長
官と国防長官）声明が発表されたが、これも 4
月 28 日を意識したものだ。その「自主憲法」
などの美辞麗句の裏に隠された「対米従属」と
いう本質が見て取れるというべきだろう。

3党の改憲案はいずれも、9条改悪による「防
衛軍」の保持、海外派兵の根拠としての 25 条
改悪、非常時の「国家緊急事態」を盛り込んで
いる点で共通している。｢ 瓦礫処理が進まない
のも憲法 9 条があるからだ ｣ と 9 条を敵視す
る点も共通で、これらは橋下徹の反 9 条暴言
のねらいとつながっている。

こうした流れと大飯原発再稼働への暴走は通
底している。野田政権は原発を「潜在的核抑止
力」と位置づけ、だからこそ原発の再稼働を
行ったのだ（講演直前の 7 月 1 日に大飯原発 3
号機が再起動され、7月5日送電を開始した）。
6 月に「改正」された原子力基本法には原子力
利用の目的に「我が国の安全保障に資する」と

と敢然と言いきり、子どもの命を守らなければ
ならない。高橋さんはこの立場だ。「公平性」
が弱者に対する暴力を内包しているならば、無
自覚に振るわれる「公平性」など余計なお世話
だと思う。

答えが見えなくなってしまった。当事者性を
もって対処しなければならないこともあれば、
一歩引いた冷静な判断が求められることもあ
る、というような一般論に落とし込むにも重す
ぎる。貴重なお二方のお話だった。
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いう文言が追加されてもいる。
改憲に棹さす橋下大阪市長の危険性と 5つの
手口

小森氏はこうした流れに掉さす橋下大阪市長
の動きを取り上げ、その手口を 5 つに分類し
て紹介し、その危険性を指摘した。第一に悪役・
悪玉・敵役を意図的に捏造して、攻撃を繰り返
すのが特徴だ。第二にその対象は公務員・教師
で、有権者の税金で安定した給与を得ている
「既得権保持者」と描き出して攻撃すること、
有権者が抑えているうらみや怒りといった感情
に働きかけ、うっぷんをはらすかのような幻想
を与えること、第三にこうした手法は、そのう
らみや怒りがどこから来ているのか、つまり政
策的に現状を打開する因果論的な思考を有権者
から奪う、第四にこれは有権者に単一の争点で
二者択一に落としこみ、思考停止を強制する、
そして第五に紋切り型の連鎖で思考と感情と行
動を統制する。これを憲法との関係でみれば、
悪玉である教職員組合が憲法９条を教えてきた
ではないかという「悪玉循環」をつくる。こう
して逆に、それを攻撃する橋下氏が「善玉」と
してゆるぎなくなる。
原発問題は9条問題

以上のような流れを踏まえ、小森氏は「原発
問題は 9 条問題」であることを強調した。「ア
メリカの核抑止力」による「安全」と原子力発
電の「安全」の根は一つである。私たちの課題
はヒロシマ・ナガサキ・ビキニとフクシマをつ
なげて戦後史を認識しなおすことだ、福島第一
原発被害者にとっては憲法 22 条（居住、移転

および職業選択の自由）、25 条（生存権）、
26 条（教育を受ける権利）、27 条（勤労の権
利）、28 条（団結権）が剥奪されている状態
だと指摘した。

最後に、小森氏は 9 条を持つ日本国憲法を
実現する「九条の会」の草の根運動の強化を訴
えて講演を終えた。

以下、筆者の感想を述べたい。
憲法をめぐる状況は危機的ともいうべきで

ある。同時に自民党などの改憲案が共通して 9
条「改正」と「防衛軍」の設置を求めているこ
とは、これらの改憲案の出所がどこにあるかを
よく示している。「自主憲法」でも何でもない。
アメリカの要求に従っているにすぎない。戦後
日本の深い対米従属を示すものと言える。原発
もこれと同根であることを私は得心するほかな
かった。

「原発問題は 9 条問題」という小森氏の指
摘は的を射たものだ。過去の経緯については割
愛するが、前出の原子力基本法「改正」で、消
費税増税論議のいわばどさくさにまぎれる形で
軍事利用につながる危険な文言が入ったことは
その最新の証拠というべきだろう。さらに原発
被災者が侵害されている憲法上の権利として第
28 条を挙げた点は慧眼だと感じた。たんに働
ければよいというものではないのだ。どこの職
場であれ、労働者の権利は保障されなければな
らないという視点は、私たちのとりくみにとっ
ても貴重な示唆を与えるものと言うべきではな
いだろうか。
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