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原発を再稼働しようとする勢力には経済的、

政治的根拠があるかもしれないが、原発のない

未来をめざす私たちには、倫理的根拠がある。

それは、次の世代が、この世界で生きていくこ

とを不可能にしないことだ――。 

5 月 24 日、出版研究集会・全体会で大江健三

郎さんが発した言葉を、私は多くの参加者と感

動を共にしつつ、しかしおそらく、少し違った

感慨を持って聞きました。卒業しなかったとは

いえ大学で経済学を学び、いまも経済ジャーナ

リズムの末席を汚す身だからです。 

経済には倫理がないのでしょうか。 

今日の日本を覆う「経済の主流的論理」――

それは主流派経済学から新自由主義的経済政策、

大マスコミの経済報道にまで通底するものです

が――に、次の世代に未来を託す倫理が欠けて

いること、平たく言えば血も涙もないことは認

めざるを得ません。だから大江さんは、経済（や

政治）との対立概念として倫理を言われたのだ

し、それが聴き手の心に届いたのでしょう。 

問題は原発に限りません。テレビの経済ニュ

ースや新聞の経済面には、きょうも「市場こそ

神だ」「金儲けこそすばらしい」と言わんばかり

のニュースと言説があふれています。 

たとえば非正規を 1000 人切ると会社が発表

する記者会見で、最初に出る質問は、「それで株

価は回復しますか」だったりする。含意は、「リ

ストラが足りないのでは」です。サラ金大手・

武富士の創業者が逮捕された際の会見でも、最

初の質問は、「株価は大丈夫ですか」でした。私

は唖然とし、「あんたこそ大丈夫か」と言いたい

のを堪えたことを覚えています。 

銛を握って海に潜れ―大江さんの講演を聞いて 

北 健一（ジャーナリスト、出版労連書記次長） 

 2013 年 5 月 24 日の夜、全電通ホール（東京都千代田区）で、出版労連主催の

「第 40 回出版研究集会 全体会」が開催された。 

「いま、なぜ希望を語るか」と題して行われた大江健三郎さんの講演は、敗戦を

挟んで劇的に変化した自らの少年時代の回想から始まった。そして「3・11」の後

では、人間が人間らしく生きる世界を未来に残すという倫理的な願い、倫理的根拠

を中心にしていこうと決意し、その支えとしての日本国憲法の意義にも説き及ぶも

のだった。多くの聴衆に強い印象をもたらしたこの講演について、その感想を特集

する。 

http://www.syuppan.net/
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そんな空間で、私は働いています。広告主の

影響や記者クラブの弊害も指摘されますが、そ

れだけでない、もっと根深い問題があるような

気もします。 

経済と倫理は、いつから相反するようになっ

たのでしょうか。いささか乱暴に言えば、その

画期は、マーケットメカニズム（市場原理）を

信奉する新古典派経済学の成立に遡ります。 

取引の場という意味での市場は実在します

が、論者たちの言う「市場原理」は、ある程度

有効な説明装置ではあっても、所詮はフィクシ

ョン（虚構）です。ところが虚構を実体と勘違

いし、市場原理に反する、つまりは虚構の邪魔

になるからと、人々が血と汗を流して築いてき

た制度やルールを壊していったのが新自由主義

的改革であり、その理論的基礎となった新古典

派経済学でした。 

完全市場ならぬ現世でも、需要と供給という

「数字」ですべてが決まるなら、血も涙も倫理

も、存在する余地はありません。自然科学のよ

うな立派な科学になりたいという思惑もあって

倫理を捨てた経済学は、生身の人間同士が織り

成す諸事情を徹底して排除しつつ、「統計」と「数

式」を武器にいびつな発展を遂げます。 

彼らの理論の実験＝チリを嚆矢とする「改革」

が、軍事クーデターや大災害といった惨事に便

乗し、時に自ら惨事を引き起こしつつ強行され

たことは、カナダ生まれのジャーナリスト、ナ

オミ・クラインさんが『ショック・ドクトリン』

（邦訳・岩波書店）で活写したとおりです。 

しかし、母なる大地も豊穣の海も、そして私

たちの生命も、市場には創れません。市場は「外

部」を不可欠とするのであり、だから元来の経

済学は、政治や社会を視野に入れ、倫理も秘め

ながら、市場と外部との関係を考察したのです。 

外部があってこそ市場も成り立つことを忘

れた今日の経済学と政策の暴走は、「外部の破壊」

として結果します。かつてない惨禍を招いた原

発も、倫理なき経済の帰結ではないでしょうか。 

平時の敗戦ともいうべき荒野を前に、ではい

ま、どこに希望があるのでしょう。 

その源が〈ことば〉だというのが、大江さん

のメッセージだったと私は受けとめました。た

だしその〈ことば〉は、数字には還元できない、

血が通い倫理を伴った〈ことば〉です。 

たぶん戦後憲法も、敗戦の荒野に希望の種を

まく〈ことば〉だったのでしょう。経済を考え

語る際にも、大地に根ざし血が通った〈ことば〉

を取り戻したい。実際の仕事ではうまくいかず

悩むばかりですが、だからこそ、切に感じます。 

その点で最近、合点がいったのが、京都大学

教授（労働経済論）の石水喜夫さんが『日本型

雇用の真実』（ちくま新書）で紹介している〈銛

を握って海に潜れ！〉という、ある経済学者の

教えです。現在の経済学は、魚群探知機で上か

ら海を探っているが、ちっとも現実を捉えてい

ない。そんなときは海に潜り、自分の目で見る

しかない、と。 

嘘と利権の塊を打ち破るには、もっと、もっ

と、海に潜らねば、現場を歩かなければなりま

せん。 

講演の最後に、大江さんは、冊子『まだ、何

もはじまっていない』を手に、言いました。 

「まだ、何も始まっていない。私は正しいと思

う。ならば始めようではないか。始めることに

は倫理的な根拠がある。そのことを考えるのが

出版労連であり、本につながる人ではないか」 

私たち出版人の役割の大きさを、いま噛み締

めています。 
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 大江健三郎さんの講演は、「いま、なぜ希望を

語るか」という主題の元、心に響くお話を聴く

ことができました。語り口はやさしく、時にユ

ーモアを交えながら、まるで一人ひとりにゆっ

くりと語りかけているようでした。 

 話の中心は「脱原発」についてでした。3.11

の大震災と原発災害を受けた日本が、そして歴

史を遡れば唯一の被爆国である日本が、なぜド

イツのように国民の総意として「脱原発」に移

行できないのか。震災直後は国民的合意として、

当然のごとく「脱原発」があったのに、わずか

2 年あまりでそれが失われつつあるのではない

か、と嘆かれていました。 

 チェコ生まれのフランスの作家、ミラン・ク

ンデラの「小説家の仕事は、次の世代がこの地

球で生き続けることができるように、その見取

図を手渡すことだ」という発言を引用され、子

どもたちの未来を考えれば「脱原発」は至極当

然のことであり、次の世代や、その先の世代ま

で悪影響を与えてしまうことを続けてはいけな

い、ということを強く訴えかけられていました。 

     

 震災後、原発にはいろいろな問題があること

が露呈されました。私が特に気になる点を整理

してみました。 

<安全より利権を優先> 

 2012 年 7 月、大飯 3・4 号機は、関西地区の

電力不足への緊急対策として、当時の民主党政

権による政治判断で再稼働しました(当時の暫

定的な安全基準をクリアしたことになっていま

すが、新基準による審査を待たずに、いわば仮

免許の状態で運転されている)。再稼働させたこ

と自体も理解に苦しみますが、そもそも日本の

夏の最大電力は原発の再稼働なしにクリアでき

ているのに、どうして全国に「54 基」もの原発

が必要なのでしょうか。そこには経済界やいわ

ゆる「原子力ムラ」の様々な利権がからんでい

ることは間違いないのでしょう。しかし、3.11

で原発の危険性ははっきりしたのです。「利権」

を優先するなど愚の骨頂です。一刻も早くすべ

ての原発を完全に停止し、太陽光・風力・地熱・

波力等の再生可能な自然エネルギー政策を推進

すべきです。 

<原発の後始末> 

 使用済み核燃料の問題はどうなのでしょうか。

使用済み核燃料を無害化するには「10 万年」を

要するといわれています。「10 万年」という膨

大な時間をどう理解すればよいのでしょうか。

我々の祖先である現生人類がアフリカ大陸から

ユーラシア大陸へ移動を開始したのが 7万年程

前だそうです。10 万年後、人間が今と同じ姿を

しているのか、また同じ言語を使っているかも

定かではないでしょう。そのくらい気の遠くな

るような年月をかけて、「原発の後始末」を私た

ちは子孫に残そうとしているのです。 

 3.11 以降、「想定外」という言葉が頻発され

ました。しかし「想定外」は起こったのです。

百年に一度、千年に一度は「起きる」というこ

とがはっきり分かったのです。なおかつ、日本

は地震が多発する国であることは、どうしよう

もない事実です。再生可能な自然エネルギーに

本格的に移行しないと同じ過ちが繰り返される、

というのは簡単に導き出せる答えなのではない

でしょうか。もしかすると当面の間、電気料金

の値段はあがるかもしれません。製造業をはじ

めとして、打撃を受けるかもしれない。経済の

停滞につながる可能性も否定できないでしょう。

しかしそういった事態に一つひとつ丁寧に取り

組みながら、「脱原発」を推し進めなければなら

ない。未来に、人間の手に負えない、危険なだ

けの「重荷」を手渡すことはできません。「生活

の豊かさ」のために原発を維持しようとするの

未来は脱原発の先

に 
佐々木 仁（三省堂労働組合） 
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ではなく、私たち人類の創造する力や、工夫す

る力を信じ、希望を持つこと。それが原発のな

い世界で豊かな生活を送ることにつながると考

えます。 

      

 今回の福島原発はある種「事故」といっても

よいのかもしれません。しかし次に同様のこと

が起こったらそれは自分たちで起こした「犯罪」

です。原発事故の根本的な問題解決は「元を断

つしかない」＝「原発を停止させる」しかない

のです。 

 しかし政府は「エネルギー白書」の 2012 年

度版で、民主党政権が進めようとした「30 年代

に原発ゼロ」の方針にさえ触れず、2012 年昨夏

の政府による世論調査で「30 年に原発ゼロ」の

支持が多かったという事実も盛り込んでいませ

ん。白書は政府が毎年度出す「公式の記録」だ

が、震災後の脱原発の動きをほぼ消し去ってい

ます。 

 また原子力規制委員会は、2013 年 6 月、全

国の原子力発電所に新規制基準を決定し、関西

電力など 4+1 社は、計 12+2 基の原発について

審査を申請する見通しとのこと。早ければ今冬

には再稼働できるようになります。 

 これらの重い現実を私たちはどう受け止めた

らよいのでしょうか。 

      

 将来、自分の子どもたち、さらにはその子ど

もたちが、地球上で生き続けられるように「バ

トン」を渡せるか否かの事態が今、目の前で起

きています。そんな問題に際し、何もせず「黙

っている」ということは「容認する」というこ

とになってしまうと思います。私たちも主体的

に考えなければならない。私は希望をもって、

人間のモラルを、そして創意力を信じたい。そ

の希望が、「脱原発」の一助になるのだと思いま

す。そんな思いを強くした講演会でした。 

 

 

講師、大江健三郎さん。400 人会場。その「司

会」という大役に自分が決まってからというも

の、背筋がピンとするような緊張感で日々を過

ごしておりました。当日、着物の帯をしめると

不思議と気持ちが落ち着きました。 

講演会開始前に、大江さんと出版労連の委員

の何人かで講師控室で過ごした「事前打ち合わ

せ」の時間から、大江さんは非常に多弁でいら

っしゃいました。特に岩波書店から出された『沖

縄ノート』の記述をめぐっての「大江・岩波沖

縄戦裁判」について、「絶対に負けられないと思

った。ここは、必ず信念を貫かなくてはならな

いと私は思った」とおっしゃっていたのが印象

的でした。2005 年に提訴された本裁判は、2011

年 4 月の最高裁で勝訴が確定したわけですが、

当時もちろん出版労連は岩波書店や大江さんを

支援していたので、一同は講演会の前の雑談か

ら大いに共感し合い、すでに「同志」の輪がで

きあがっていたのです。 

大江さんがこの間ずっと自身の中で貫かれ

てきたもの。出版労連がこの間ずっと信念を持

って貫いてきたもの。両者は、一致しているの

だと思います。これまで出版労連の会として、

大江さんの講演会がなかったことが不思議なく

らいです。 

大江さんは九条の会の呼びかけ人の 1人であ

り、また 3.11 の大震災、原発事故後は「覚悟」

を決められ、一歩前に出て、精力的に脱原発の

活動にかかわられるようになったとお見受けし

ています。出版労連から大江さんへご講演依頼

をした際、「お申し出通りおうけします。反・原

発のことに加わってから、いろんな組織の方の

力につくづく感銘しています」と直筆でご返事

をいただきました。反核・反原発や憲法を守る

ために信念を持って行動してきた両者が、原発

維持と憲法改悪の動きが強まっている今、この

大江健三郎さん講演会の舞台裏 

―司会者の目から 
野中 良美（出版労連中央執行委員、医学書院労働組合） 
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時だからこそ、「出会えた」のだと思います。 

講演会では司会をしながら、大江さんのお話

と会場の雰囲気を、脇の控室でじっとうかがっ

ておりました。お話は、憲法と脱原発について、

大江さんの「信念」と「覚悟」と「情熱」がこ

もっており、その思いがストレートに聴衆の心

に響いていることがよくわかりました。お話に

熱が入りすぎて、大江さんが思わず脇のコップ

の水をこぼしてしまった一幕も！ とにかく会

場にいた全員が熱くなり、皆がひとつになった

あの一体感、高揚感は本当に素晴らしく、今で

も忘れられません。 

大江さんのお話は、聴衆が出版で働くもので

あることを意識された内容でもありましたが、

お話を聞いて、出版労連の活動は間違っていな

い、誇っていいものだと、あらためて感じるこ

とができました。会は大成功、この日は最高に

興奮の夜となりました！ 

 

 

 

 

 

 人から「誰の本が好きか？」と訊かれると、

大江健三郎と梶原一騎と答えるのが常である。

梶原先生は既に鬼籍に入られたから別として、

そういう割に、ここ十年くらいは大江先生の著

作に触れていない。70 年代くらいまでの、アナ

ーキーな香りのする大江先生の作品が好きだっ

た。だが、この二人が自分という人格の背骨に

なっていることは間違いない。「別格」なのだ。 

 そして大江先生は自分にとってアイドルでも

ある。音楽部門のアイドルは沢田研二（ジュリ

ー）ただ一人であるが、文学部門は大江先生で

ある。そしてアイドルというのは一切の批判精

神を持たずに受け入れるべき存在であると考え

る。だから講演会では前から二列目に座り、お

顔を拝見することを主眼に置いた。ジュリーも

そうだが、自分のアイドルが現役であるという

のは、ありがたいことである。大江先生の力強

い言葉を音楽のように聴きながら、いろいろな

感情が浮かんできた。 

 ひんしゅくを買う言い方になるかもしれない

が、自分は大江先生と石原慎太郎氏が齢を重ね

てとても似てきたように感じていた。老いて

益々意気軒高、頑固一徹、原点回帰……実にエ

ネルギッシュである。 

 二人が若い時に放っていたアナーキーな香り

は薄れ、片やモラリスト大江、片や差別排外主

義者の石原というイメージが定着したようにも

思えるが、辿ってゆくと、結局この二人の違い

は敗戦の経験をどこでどう感じたか、にあるよ

うに思う。 

 湘南で米軍機の機銃掃射から逃げまどい、戦

後、米兵から屈辱的な仕打ちを受けた石原少年

（『新・堕落論』）と、四国の山間の村で、死な

ずにすんで「自由で平和な世の中に生きてゆけ

る」と感じた大江少年。その体験の、感覚の差

異こそが、その後の二人の人生を決定づけたの

だろうが、齢をとって純化し、自分と国民にと

って真に守るべきものは何かをストレートに

（とは言え石原は政治家であるから戦略的に）

訴えているように感じていた。主張は正反対で

あるけれど、あの時代を生きた人間の言葉は重

い。 

 原発事故から二年が過ぎ、反（＆脱）原発運

動は失速している。正直、自分も金曜の官邸前

に通う頻度が落ちた。デモの後の楽しみだった

居酒屋交流の人数も減った。もちろん、今でも

「原発は無いほうがいい」と思っている人は多

数派だろうが、「熱」は長続きするものではない。 

 一方で、原発問題には口をつぐみ、戦略的に

反米主張を抑えながら、盛んに北朝鮮や中国の

脅威をあおる石原らの主張が人気を集める。一

般的な庶民感情は、原発は嫌だが、いつ起きる

かわからない事故の心配をするよりは、もっと

可能性の高そうな中国や北朝鮮との衝突に備え

たほうがいいのではないか……だろう。 

 要するに原発を「嫌だ」と思う順位が相対的

シンプルで力強い根拠を胸に 

太田 伸幸（胤信）（出版ネッツ） 
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に下がるのだ。その結果が先の総選挙だったと

も言える。 

 エネルギー政策に留まらず、経済、防衛、地

方の雇用……素朴に原発反対と叫んだ人間の前

に、様々な問題が投げつけられる。「原発に反対

というのなら、これはどうするのだ？」と。 

 立ち止まって考えることは必要だろう。投げ

つけられる（時には悪意を持って）様々な問題

には根拠があり、原発政策にしても 100％の悪

意と利権（と米国の思惑）だけで進められてき

たわけでもない。 

 だが、そういった全ての問題は、「次世代の

人々が生きてゆくことを不可能にしない」とい

うシンプルで根本的な根拠を前提に解決するべ

きではないか。僕たちが将来に対して背負う責

任において、まず「嫌だ」というべきは何か。

大江先生は力強くそのことを訴えてくれたと思

う。早い話、原発は人類としてのモラルに反す

る存在なのだ。わかりやすい！ 

そして、もう一人のアイドル、ジュリーも震

災後、「3月 8日の雲～カガヤケイノチ」「Pray」

と二枚のアルバムを発表。被災地に寄り添いつ

つ、原発に反対する姿勢を鮮明に打ち出してい

る。久しぶりに出かけたコンサート会場の東京

フォーラムには「1000 万人署名」のブースが出

ていて驚いた。年末にはザ・タイガースが再結

成だ。 

 自分にとってアイドルの二人が、立ち止まり

そうになる僕らに、勇気を与えてくれる。 

 そのことが限りなく嬉しい。 

 

 多くの人びとが語っているように 3.11 は私

たちの日常を大きく揺るがした。それまで何気

なく続いていた「まったり」とした日常は、地

震といった、地球（自然）からしてみれば些細

な活動によって崩れていった。「3.11 以前」、

「3.11 以後」といった言葉が示しているように、

人びとのなかにも大きな変化が起こったことは

何度も語られ、共有されてきたと言えるだろう。

そして、そうした人びとの変化は、震災ボラン

ティアや官邸前のデモ、その他さまざまな実際

に目に見える動きとなって現れたのは記憶に新

しい。私自身も大学在学中にそのような活動に

参加し、卒業して就職した昨年も官邸前デモに

幾度か足を運んだ。 

 しかし、あの日から 2 年を経て、あの「まっ

たり」とした日常がまた戻ってきた気はしない

だろうか。何も活発な動きがあることを無条件

に肯定するわけではない。ただ､あの日（3.11）

はあったけれど、なんとなく忘却されてしまう

といったことが起こっているように思える。 

 そうした日常のなか、歴史家の成田龍一先生

を講師とする全 5 回のゼミナール「『3.11 を経

て、あらためて『戦後知』『戦後像』を考える」

に 4 月から参加する機会をいただき、5 月 24

日には出版研究集会の全体会にて作家の大江健

三郎さんによる講演「いま、なぜ希望を語るか」

を聞く機会に恵まれた。以下、ゼミナールに参

加し、大江さんの講演を聞いて、考えたことを

述べていきたい。 

 大江さんは、3.11 後の、原発や復興などの問

題が解決されない現在において、あらためて「倫

理的な根拠」を本質的なものとしなければなら

ないといった言葉を私たちになげかけた。それ

は、現在「経済的根拠」や「政治的根拠」で駆

動している世界に対して「倫理的根拠」を考え、

「人間らしくあること」を真に取り戻すことが

「希望」となるからだ。では「倫理的根拠」と

は何か。大江さんは、「日本国憲法が何十年も生

きてきたという歴史の層の積み重ねが、倫理的

な根拠」であると仰っていた。 

だが、ここで平成生まれの私の世代が思う

「倫理的根拠」と大江さん（世代）が思う「倫

隔たりと応答 
高橋 秀匡（実教出版労働組合） 



7 

 

理的根拠」との間に隔たりが生じてしまうので

はないか。なぜなら、確かに日本国憲法は、戦

後の長い歴史を積み重ねてきたが、平成生まれ

の私の世代は、そうした「歴史の層の積み重ね」

にリアリティをもてないのではと思われるから

だ。そして、このような隔たりは非常に難しい

問題を私たちに突きつけている。先の衆議院選

で政権が交代してから憲法改正が議論されてい

るが、「歴史の積み重ね」にリアリティをもてる

世代ともてない世代ではまず、議論に参加する

熱意に隔たりがあり、また議論の観点において

も隔たりが生じているように思われる。 

このように、普段私たちは世代の隔たりによ

る「対話の困難さ」を感じてしまう機会は多い

のではないか。そしてそれは何も憲法の問題だ

けではないだろう。 

 では、世代の隔たりによる「対話の困難さ」

は回避できないのか。上に書いたゼミナールで

このような問題が扱われたので少し書いてみた

い。ゼミナールでのキーワードは「またぎ越し」

であるが、「またぎ越し」とは、「8.15」や「3.11」

などのある決定的な歴史的地点を経ることであ

る。そして、「またぎ越す」ことによって新たな

思想（思考法）への転換が生じる（「8.15」以前

の「軍国主義」から以後の「戦後民主主義」へ）。

戦後という時代を考える時、大きな「またぎ越

し」は「8.15」や「3.11」であったと言えるか

もしれないが、1968 年前後や 1995 前後にも小

さなまたぎ越しが生じており、それによって思

想も新たに転換していった。この点をふまえる

と、人びとの思考法や価値観などの転換は、「戦

前と戦後」のみではなく、幾度かの小さな「ま

たぎ越し」でも生じているため、世代の隔たり

による「対話の困難さ」を感じることはむしろ

自然なことであると言えるだろう。 

 だが、そのことは決して「対話が不可能」で

あることを意味しない。「またぎ越し」は、確か

に思考法や価値観の転換を生じさせるが、決し

て「断絶」ではないからだ。大江さんの話に戻

ると、講演のなかで大江さんは、1945 年の敗戦

を 10 歳で迎えた時、それまで「鬼畜米英」だ

ったアメリカが「自分たちの上に立っている」

という感覚と「これで自由で平和な世の中に生

きていける」といった感覚の葛藤が 2 年間ほど

続いたと仰っていた。また、ゼミナールにおい

ても、大江さんが戦前から戦後を「またぎ越し」、

2 つの価値観（皇国少年と戦後民主主義）の葛

藤を経て、日本国憲法を倫理的な根拠としたこ

とを学んだ。このことから、大江さんの依って

立つ「倫理的根拠」は、単純な「断絶」が起こ

って獲得されたわけではないことがわかるだろ

う。重要なのは、他者の言葉や思いをそれのみ

で切り取って判断してしまうのではなく、「その

人が依って立つ場所を見つけ出すために、何を

考えて生きてきた（葛藤してきた）か」を受け

止め、それに対して「応答」することではない

だろうか。 

 確かに、世代の隔たりは「対話の困難さ」を

生じさせるかもしれない。だが、むしろ困難で

あるがゆえに「対話」の重要性があらためて認

識されてゆくのだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 2 日に、「再稼働反対！ 原発ゼロへ、圧

倒的市民の声をたたきつけよう！」を旗印に東

京で「6・2 NO NUKES DAY」の諸行動

が繰り広げられました。明治公園の「原発をな

くす全国連絡会」の中央集会には 18,000人が、

芝公園 23 号地で行われた「さようなら原発

1000 万人アクション」の「6・2 つながろうフ

クシマ！さようなら原発集会」には 7,500 人が

全国から集まり、デモ行進を行った後、「首都圏

反原発連合（反原連）」が主催する国会大包囲に

わたしたちが選ぶ未来とその責任 

「6・2つながろうフクシマ！ さようなら原発集会」に参加して 

萩原 崇（大日本図書労働組合） 
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約 6 万人が参加するという共同行動でした。 

2011 年 3月 11日の東京電力福島第一原子力

発電所の過酷事故から 2年数か月が経った今も

なお、大気や海への放射性物質の排出は止んで

いません。現在も福島第一原発では多くの作業

員が被曝しながら事故の収束作業にあたり、約

15 万人もの人々が汚染された故郷を離れ手狭

な仮設住宅や避難所で生活しています。さらに

は、不安を抱えながらも避難できない人たちも

いるのです。そのような現状に怒りや不安を感

じた多くの市民が各所に集まり、眩しい日差し

の下、「再稼働反対！」「福島返せ！」「東京電力

責任とれよ！」と声を響かせ、デモ行進を行い

ました。 

私が参加したのは、芝公園 23 号地で行われ

たほうの集会でした。昼の 12 時 30 分に李政美

（い・じょんみ）さんのライブ演奏から始まり、

続いて司会を務める制服向上委員会の橋本美香

さんから、被災した福島県双葉町の住民が集団

で避難所生活をされている埼玉県加須市の旧騎

西高校での暮らしぶりについての話がありまし

た。それは、避難所生活者の多くが 70 代以上

の高齢者で、教室内に間仕切りがないため、今

もなお自分の生活空間を段ボールで区切って生

活をしているという辛い現状の報告でした。 

続く発言者である落合恵子さんは、「近いう

ちに巨大地震がやってくると連日メディアが報

道しているのに、その巨大地震と原発の存在が

別々に語られる国なのです」と抗議の声を上げ、

大江健三郎さんは、出版研究集会全体会でも話

されていた「倫理」について繰り返しふれられ

ていました。3・11 以後にドイツでは、原発利

用に原理的根拠はないとして方針転換を始めた

のですが、その思想的根拠として大江さんは「今

を生きる私たちが、次の世代が生き延びること

を妨げない、次の世代が生きてゆける環境をな

くさないということが人間の本当に根本の倫理

なのだ」と発言されていました。これは、1987

年に国連の「環境と開発に関する世界委員会」

による「われら共有の未来」という報告書にお

いて提起された「持続可能な開発（Sustainable 

Development）」という概念、つまり、将来の

環境や次世代の利益を損なわない範囲内で社会

発展を進めようとする理念と通底します。 

翻ってわが国は、どうでしょうか。放射性廃

棄物の再処理が行き詰まり、使用済み核燃料や

放射性廃棄物などの最終処理場も決まっていま

せん（「バックエンド問題」）。そのため、各地の

原発にある使用済み燃料プールや六ヶ所村の中

間貯蔵施設は、2010 年代のうちに満杯になって

しまう予定です。ところが現在、原子力規制委

員会が進めている「新規制基準」は、再稼働あ

りきの安全－危険の二項対立図式を持ち出し、

安全性を確保できれば再稼働を認めるというも

のです。このままずるずると原発依存を続けれ

ば、放射性廃棄物は増え続け、今を生きる私た

ちと次の世代に経済的負担を強いてゆき、そし

ていつ起こるともわからない巨大地震によって

再び、被曝し生活空間が放射能で汚染されると

いう負の遺産を次の世代に背負わせることにつ

ながってゆくことにまで、原発推進派の人々は

考えが及ばないのでしょうか。私には、そのよ

うな将来性のない事業に金をつぎ込む無策を、

なぜ国が中心になって行おうとしているのか理

解に苦しみます。集会の最後には、鎌田慧さん

からも原発はすでに破たんしている技術であり、

原発は 20 世紀的な遺物だという発言がありま

した。 

すべてが行き詰まる中で、安倍晋三首相は海

外への原発輸出に動き出しました。また、東京

電力は、賠償が不十分なのにも拘らず経営責任

を問われないまま、事故のツケを税金と電気料

金値上げという国民負担に転嫁し続けています。

このように、政府や東京電力は福島第一原発の

事故の責任を取らないまま、また事故の原因究

明もされないまま、まるで３・11 などなかった

かのように、国民にさらなる負荷をかけ、今も

なお苦しんでいる人たちに目もくれずに現実に

蓋をしようとしています。 

 今、私たちに大切なのは、私たちと次の世代

を生きる人々がこの世界で生きてゆくために、

目の前に山積する多くの問題に目を向け、耳を

傾けながら、その先を考えることなのです。バ

ックエンド問題が解決できない以上、もうこれ
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以上の使用済み核燃料を増やすことはできない

のです。これからは、現存する原発をいかに迅

速に畳んでいくのかということと、原子力なき

後のエネルギー供給を安定的に行うという大テ

ーマとを真剣に考えていかねばならないでしょ

う。 

 

 

 

 

 

 

私の父（正良）は 2 年前の 3 月、南相馬市小高区で入院中でした。原発事故発生後 20 キロ圏内

の病院でしたので、避難指示が出されていました。消息不明のまま約 3 週間が過ぎ、連絡が来たの

は東京の病院からでした。危篤状態でしたが、私はすぐに駆けつけられる状態ではなかったので、

横須賀の弟夫婦や東京の従兄弟たちに頼むほかありませんでした。 

父の病院がたどった逃亡記を思い起こすと、凄まじいとしか言いようがありません。約 100 人の

入院患者のうち、比較的病状が軽い患者は、各避難施設に看護師付きで振り分けられ、動かせない

患者が 80 人ほどいたそうです。ところがどの病院も、被ばくスクリーニングを終えなければ受け

入れられないとのことでした。そこで、3 日後に来た自衛隊のバスで原町区の保健所に移動し、ス

クリーニングを済ませていわき市の光洋高校に向かいました。 

その体育館ではすでに亡くなっている人が数人いて、毛布を被せられ、処置を待っていたそうで

す。院長先生はここでは駄目だと判断し、会津田島の病院や施設に患者を受け入れていただいたそ

うです。さらにその後、病状によって振り分けられ、父は東京の病院に搬送されました。けれども、

手厚い看護にもかかわらず、5 月 13 日、94 歳で不帰の人となりました。原発の事故がなければ、

このような形で亡くなる人々はいなかったことでしょう。20 キロ圏内に住んでいた約 7 万人の人た

ちには、それぞれドラマがあったと思われます。 

父は大正 5（1916）年、旧相馬郡金房村小谷、平田家の 6 番目二男として生を受けました。家督

を継ぐ意志はなかったそうですが、16 歳年長の兄が社会運動を東京でしており、長男でありながら

家督を継ぐ気持ちはなく、その兄の意見に従いやむなく跡継ぎになる決心をしたようです。 

「18 歳にして吾運命にしたがひ家を継ぎ農に専念しつつ 90 歳になりぬ」  正良 

昭和 14（1939）年に長女が生まれたのですが、その１か月後、日中戦争の最中に応召され、新

潟高田の山砲隊へ入営しました。3 歳で長女が疫痢で亡くなったことは、戦地で聞いたそうです。 

「嬰児を妻にあづけて国のため召されて征きたるあの日忘れず」  正良 

昭和 17（1942）年一時帰宅、昭和 18 年太平洋戦争に二度目の応召があり、中国大陸に配属され

ました。転々としながら南支那方面へ移動し、運よく戦禍を免れて北ベトナムで終戦を迎え、昭和

21 年無事復員できました。7 年間の戦地生活の間に残酷なこともたくさん経験したようでしたが、

戦争の話はしませんでした。 

「戦死せし友らに負ひ目もちながら 89 歳の誕生日今日は」  正良 

戦後は専業農家として家を守り子どもを育て、営々と暮らしてきました。昭和 40 年代、子ども

たちも成長し、高度経済成長時代、農業も人力から機械化農業時代となり、私たちに経営を任せ、

短歌を楽しんでいました。母が平成 19（2007）年に亡くなり、平成 21 年に 3 回忌を終えると急に

老けこみ、今回の原発事故に遭遇したのです。 

私は父から継いで七代目、約 130 年続いた農家です。八代、九代と四世代同居の大家族でしたが、

原発事故で会津坂下町に避難し、家族はバラバラになり、もう元の家族一緒の生活は不可能となり

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑪ 

親父と戦争と原発事故 

平田 良則（会津坂下町避難中） 
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ました。ふるさと小高で私が最後の幕引き役となるとは夢想だにしていませんでした。 

原発があって双葉地方は約 30 年潤った期間がありました。国、東電が首都圏に送電し続けてき

た原子力政策ですが、果たして人間と共存できるのかと最近疑問が湧いてきました。私たちが数代

に亘って築きあげてきた「ふるさと」、それが一瞬の災害で崩れてしまう日本の原子力発電所の姿。 

目に見えない、匂いもしない恐ろしい放射能（核）との共存は人類には不可能だと思うのは私だ

けでしょうか。 

先頃、自民党役員の「原発事故による死者は一人もいなかったので、原発再稼働すべき」との発

言が問題化していますが、本音が出たように感じています。元はといえば、自民党の時代に進めて

きた原発政策ですが、福島県人を国民と思っていないから、こういった発言がなされるのではない

でしょうか。この事故によって私たちはじめ、犠牲者がいろんな形で発生していることを忘れない

でほしいです。 

 

 

 

 

『構造災 科学技術社会に潜む危機』  

松本三和夫 著 2012 年 9 月 岩波新書 720 円＋税 

 

「構造災」は，科学と技術，社会の界面（インターフ

ェイス）で生じる。福島原発事故は，見逃されている

日本社会の仕組みの問題を解決することなくして，収

束しない。その危機のメカニズムを解明し，問題解決

を図ることが急がれる。構造災の災禍を受けるのは，

今なお生み出されている膨大な数の構造的弱者にほか

ならないからである。         （内田 浩）  

 

『神の火』上･下巻 

高村 薫 著 1995 年 4 月 新潮文庫  

上巻 590 円＋税 下巻 630 円＋税  

ロシア人の血を引く原子力（「神の火」）の技術者で

あり、産業スパイでもあった「島田」が主人公。島田

をスパイに仕立てた男と再会した時から、謎に包まれ

た原発襲撃プランに巻き込まれることに。IT や原子力

発電所関係の専門用語や難解な部分も詳細に書き込ま

れ、暗躍する複雑な国際諜報を描いた小説。著者独特

な緻密な表現に吸い寄せられる。    (大久保徳枝) 

書  評 


