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金融と原発には少なくとも共通点が二つある。

一つは巨大システムの不透明さと操作不可能性で

あり、もう一つはシステム維持を自己目的とする

ことから生じる腐敗の構造である。 

2008 年のリーマン・ショックに至る米国発の

金融危機は、いまだに多くの問題を投げかけてい

る。単に、規制緩和を推し進めた金融行政や市場

原理主義の主流派経済学が大きな反省を迫られた

というだけでない。グローバルな金融仲介と決済

という現代経済に不可欠な機能をもつ強大なシス

テムが、他方で、その内部構造や作動原理が専門

家にとっても見通し難く高度に複雑になった結果、

ひとたび機能不全に陥るとなすすべがないという

問題なのである。 

たとえば、2000 年代の米国の金融システムで

は、住宅抵当証券などの債券を担保にした銀行間

の短期資金の融通（レポ取引）が広く行われてい

た。バブル崩壊で債券価格が暴落すると、担保価

値をめぐる疑心暗鬼が広がり、マネー・マーケッ

トで資金の出し手がいなくなり、機能停止に陥っ

た。流動性の枯渇という事態である。金融危機が

銀行取付の形をとらず、「市場への取付」（レポ

市場の機能停止）という新しい形をとったのであ

る。最後の貸手や預金保険機構といった、「銀行

取付」に対処する制度はあったものの、1990 年

代半ばから進行した金融の規制緩和政策のもとで、

「市場への取付」への対策はまったく不備のまま

であった。当然機能するものと思われていたもの

が突然機能停止し、しかも有効な対策がないとい

う恐怖に政策担当者は震撼した。 

株と住宅資産のバブルがなぜ発生したかについ

て、リスク管理の自己欺瞞が指摘されることが多

い。銀行を経由する間接金融システムでは二重の

情報遮断（預金者と銀行、銀行と貸付先）がある

のに対して、米国の直接金融システムでは、資金

の貸手が金融商品のリスクに関して十分な情報の

下に契約するというのが、教科書的説明である。

しかし、実態は全く異なり、貸手と借手の間に何

層もの金融仲介業者が介在した。しかも、この重

層的な金融仲介のプロセス―住宅ローンなどに

伴う個々のリスクが集約され、切り分けられ、再

編される証券化のプロセス―で、本来のリスク

が次第に不透明になり、ついにはシステム全体に

吸収されて消滅するかのような自己欺瞞に陥った。
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金融危機で、この管理され処理されていたと思わ

れていたリスクが突然、姿を現したのである。 

今回の米国のバブルで、住宅金融専門業者や大

銀行の住宅金融部門は極めて悪質な手法で住宅ロ

ーン等を売りこんでいたこともよく指摘される。

たとえば、NINJA ローンとは、所得なく（no 

income）、仕事も資産もない（no job or assets）

人物に、事実上無審査で銀行が融資をしたうえで、

このような貸付債権をまとめて金融仲介業に売却

するというやり方であった。バブルが崩壊すれば

借手は直ちに支払不能に陥るといった、顧客にと

ってのリスクを度外視する「略奪的貸付」で、顧

客の利益や住宅ローンの質は問題とされなかった

のである。 

さらに指摘すべきなのは、銀行や金融の規制当

局だけでなく、格付け機関や法律事務所や会計事

務所などがゲート・キーパーの役割を果たすこと

に失敗した点である。規制当局の失敗は、当局と

規制対象の銀行が癒着する「規制の虜」の現象で

あるが、多層のゲート・キーパーの失敗は米国型

金融の制度設計に基本的な欠陥があったことを意

味する。 

複雑な工学システムとして見れば、原発は金融

システムとは別物であるように見える。金融危機

と原発事故も、その原因、様相、事後的影響など

の点で大きく異なっているように見える。しかし、

システムの構造や危機（機能停止）、危機対策の

点から見ると、驚くほどよく似ている。 

今回の事故原因は、金融危機と異なり詳細な現

地調査がしばらくは不可能であるため、不明であ

り、たとえば津波が直接の原因なのか、それとも

地震によって致命的なダメージを受けたのかとい

う最も基本的な判断さえ下せない。  

福島の事故の直接のきっかけは地震と津波であ

るが、事故原因は、原発の基本設計思想・平常時

の安全対策・事故対策・避難計画等にかかわる複

合的なものと考える必要がある。このような意味

で原発を単に工学的システムと捉えるよりも、基

本設計思想、物理的な原発システム、その運営管

理方法、原発をめぐる法的制度、社会的認知まで

をも含む科学・工学・社会的複合システムと考え

るべきであろう。たとえば、事故を想定した現場

の設備やマニュアルが不在か、あるいは極めて不

備なものであったこと、事故が起きたときの指揮

命令系統が機能しなかったこと、緊急事態に対す

る政府のより広範な対応策も立てられていなかっ

たこと等も指摘されてきた。一言でいえば、科

学・工学・社会的複合システムの「制度の失敗」

によって原発事故は起こされたと考えるべきであ

る。 

リスク管理の観点から見れば、当時の原子力安

全委員会が 2006 年の新指針として「耐震安全性

評価」の報告と実施を東電等の事業者に求めたが、

ほとんど真面目に実行されていなかった（国会事

故調・報告書）。規制当局が事業者と癒着すると

いう「規制の虜」を絵に描いたような事例である。 

日本の原発は従来「確率論的安全評価」を採用

していなかったが、たとえそれを採用していたと

しても、今回のような事故を未然に防止したり、

有効な事故対策を提供できたかどうかや極めて疑

わしい。「確率論的安全評価」とは、原発の苛酷

事故へ至る原因・結果の連鎖の環の一つひとつの

発生頻度（確率）の積として事故の確率を把握す

る方法である。 

だが、これには金融における証券化にも通じる

本質的問題がある。まず、事故原因の予見不可能

性だ。原発事故は地震や津波が引き起こすとは限

らない。たとえば全国の原発への同時多発テロの

可能性は工学的確率論では捉えられない。さらに、

原因・結果の環は確率的に独立とは限らない。つ

まり複数の事故原因は連動・共振する可能性があ

る。原子力安全委員会は 20 年程前に全電源喪失

の論理的可能性を考慮しながら、複数の原因の一

つひとつの確率が低いので、その積は極小となり

無視できると結論した。浜岡原発訴訟における悪

名高い斑目証言（複数の安全装置の同時故障は無

視できるとの斑目春樹氏の証言）も同じ発想だ。

だが、今回の地震や津波によってこの確率的独立

の想定が誤りであることが残酷な形で示されたの

だ。最後に、原発のリスクを事故の確率×損害の

大きさで測る場合、損害とは何かが決定的に重要

になる。東電の賠償額は巨額なものになるが、そ

れとてもわれわれが失ったもの、失うもののごく

一部に過ぎない。 

原発の安全神話が、原子力ムラによる自己目的

化した原発維持キャンペーンによって形成され、

原子力ムラ自体もみずから作り上げたイメージに

からめとられていった経緯はすでによく知られて
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浪江町仮設住宅と原発 

柴田 健（東京外国語大学非常勤講師） 

いる。自己欺瞞の病理である。 

金融の場合も、原発の場合も、バブル崩壊や原

発の危険性に関して警告を発し続けた少数者がい

たことも事実である。しかし、このような警告を

金融行政当局や原発事業者や規制当局がことごと

く無視したことも共通している。 

3 月 8～9 日、「福島ツアー」に参加した。岩

手・宮城の海岸線は震災以降 4 回足を踏み入れ

たが、福島は 2012 年 3 月の郡山での脱原発集会

参加以来である。 

今回のツアーは、現役時代に所属していた神奈

川高教組・平和運動推進委員会による企画で、参

加者は 30 人。以前『かながわ平和通信』の沖縄

担当であり、今回の往路のバスでは、講師として

「フクシマと沖縄」をテーマに報告をする機会が

あった。74 人の生徒が濁流にのまれた石巻市大

川小学校の津波被災検証の拙稿と、沖縄タイムス

と福島民報の提携記事、とりわけ後者に参加者は

関心をもたれた。福島と沖縄が東京から切り捨て

られている点で共通だとの議論があるが、沖縄戦

後に居座った米軍基地とは異なり、原発は誘致し

たものだと結んだ。 

ちなみに大学での教職地理の講義では、「命を

守る」をテーマに宮城県名取市閖上地区、大川

小・「釜石の奇跡」を対比する 2 コマを扱って

いる。脱原発については『教科書レポート№55』

の「原発政策と教科書」と 1999 年の東海村

JCO 事故を扱った NHK『被曝治療 83 日間の記

録～東海村臨界事故～』（2001 年放送）を使用

している。 

8 日はいわきに避難されている福島原発避難者

訴訟原告団事務局長の金井直子さんのガイドで、

いわき市四倉～豊間海水浴場～楢葉町～Ｊビレッ

ジ～富岡町を視察し、福島第二原発を富岡から遠

望した。参加者の多くが線量計を持参しており、

残留放射能の多さを確認した。常磐線富岡駅前で

は 2.5μSv、楢葉町は 12μSv だった。金井さんか

らはツアーで見聞きした実情をまわりに広く伝え

てほしいという要請と、また、ツアーの目的とし

て地元にお金を落とそうとの確認があった。 

   

福島第二原発 

 

岩手県山田線復興の目処が立たないとの報道が

あったが、東北本線と並ぶ主要幹線の常磐線が福

島第一、第二原発を挟む広野駅～原ノ町駅と相馬

駅～浜吉田駅で断ち切れていることを認知してい

る人は少ないのではないか。 

9 日は二本松市にある浪江町仮設住宅の自治会

役員・佐々木茂さんのガイドで、企画内容と参加

者名簿を事前に提出して検問（係員がバスに入り

身分証明書の提示を求められた）を通って浪江駅

まで居住制限区域に入る。山間部の浪江町昼曽根

地区では 28μSv に達した。浪江町は地震での崩

壊がそのまま残り、2 年半前の岩手・宮城の海岸

と同様だった。第一原発を浪江から遠望する。 

   浪江町昼曽根地区 

 ちなみに今年 2 月上旬に訪れたとき、岩手・

宮城両県の海岸は地盤沈下した海岸かさ上げの土



4 

 

                「歴史の叡智」が結実した日本国憲法 

原発問題学習講演会「原発・人権・９条―日本国憲法の視点から―」を聞いて 

 

中嶋 裕子（出版労連中部地協委員・岩波書店労働組合） 

砂を運ぶ全国のダンプカーで渋滞していた。今回

は両日とも制限区域内では、一部自治体職員、復

旧作業員、警備員だけで、３周年を取材する報道

関係以外の人間はいなかった。 

午後、二本松市の浪江町仮設住宅に戻り、ツア

ーに同行していたプロの歌手、中野渡章子さん、

saya さんのライブが開催された。3 月 22 日夜、

ＦＭ横浜でオンエアされた。 

その後、避難者 10 人あまりに 3 年たった状況

をうかがう。仮設住宅居住者には、故郷へのこだ

わりはあるが、しだいに故郷に戻れないとの諦念

が増加しているという。戸建て住宅で順調な生活

を送っていた家族が住居・仕事を奪われ、生活保

護の水準にも及ばない月 10 万円は支給されるが、

仮設住宅の家賃もとられ、今後の展望もない状態

におかれている。高齢者が体をこわし、鬼籍に入

る方が増えているという。 

おそらく、第一原発の半径 20 キロ圏内の居住

者は帰還できないだろうが、放置住宅の買い上げ

も国は減価償却の理屈を持ち出して買い叩き、制

限区域圏外への移住が困難な条件を出している。

部分的な居住制限区域解除は、地域が崩壊してい

る現状では行政の責任逃れでしかない。一方で仮

設住宅受入地域では「よそ者」を忌避する流れが

起きつつあるという。 

神奈川高教組は二本松市の浪江町仮設住宅の皆

さんと定点交流しているとのこと。機会があれば

再度参加してみたい。 

 3 月 11 日、社外での仕事が押して、会場到着

は 7 時近くになっていた。静かに入り、受付で

レジメを受け取る。最後列の席でレジメを開くと、

「日本国憲法制定史」「憲法をめぐる政治状況」

「自民改憲草案」とかなり専門的な目次が並び、

さらに詳細な別表まである！ 正直、「しまっ

た！」と思った。学生時代から社会科全般は大の

苦手、知識もないのに「憲法を守れ」とわかった

顔をしているだけの私に、果たして理解できる講

義なのか？！  原発の話題はいつ出てくるの

か？？ 

 壇上では、吉原泰助先生（元福島大学学長・福

島県九条の会代表）が静かな口調で講演を続けて

いる。「こんな素人が聞きに来てすみません…」

と恐縮しながら、とにかく先生の話に耳を傾けた。

原発問題委員会の平川さんから聞きに来いと言わ

れたし、いまさら帰るわけにはいかない。 

 ところが、「そうか！」と膝を打つ話の数々に、

次第に引き込まれていった。先生は、「憲法・九

条」の真の意味を、独自の表現で説明されていた

のである。 

＊ 改憲派は「日本国憲法はアメリカから押し付

けられた」と言うが、いいものは「押し付け

られた」とは言いません。 

＊ 日本国憲法は「歴史の叡智」が結実したもの。

戦争の反省のうえに、九条が生まれたのです。

言い換えれば、九条は５千万の人々の死と、

その肉親・縁者の慟哭のうえに成立したもの。 

＊ 真実に基づく反省史観が History であって、

「美しい国（靖国史観）」は His Story すな

わち安倍晋三の物語に過ぎないのです。 

 

 吉原先生は、さらに続ける。 

「憲法は人権宣言であるからには、権力者の都合

によってしょっちゅう『改正』されるべきもので

はないのです。もしこれらに手を着けるとしたら、

それは『改正』ではなく『革命』『クーデター』

体制転覆です」 

 

 なるほど、これはインパクトある表現だ！ 

「憲法は時代遅れだ」という改憲派のスローガン

に騙されてはいけない！ 悔しいが、改憲派の物
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言いは非論理的なのにわかりやすい。そこにタモ

ガミ躍進の理由があるのだと思う。 

 一方、私たちは、「なぜ、憲法・九条を守るべ

きか」について、無関心な人びとに、明快な言葉

で説明してきただろうか？ わかったような顔を

して、排他的になってはいなかったか？ 

「むずかしいことをやさしく」とは井上ひさしの

言葉だが、吉原先生の講義もまさにその通りだ。

今回のレジメは、これからも読みかえし、理解を

深めていきたい。 

     

 最後に原発事故について「放射線被災者は平和

的生存権・環境権を侵害された結果、憲法に保障

された全人権を侵害されているのである」と、先

生は語る。憲法を尊重し、福島を思う方の言葉は、

とても重みがある。 

 福島原発事故の被災者のことを忘れず、これか

らも自分なりに出来ることをしていこうと思う。

2 月 14 日の「もっと知ろうよ、原発＝被ばく

労働を！」は、原発問題委員会が主催する「被ば

く労働を考える学習会」の第 3 弾として行われ

た。 

これまでの「被ばく労働を考える学習会」でも、

原発労働は、きわめて危険なものであるにもかか

わらず、多重下請構造のなかで低賃金・無権利・

無補償でやらされている実態が語られていた。し

かも、そんな労働はやめさせればよい、などと簡

単にいえることではない現実を知ったはずだった。

しかし、今回の講師、原発労働者である北島さん

のお話で、さらに深く根源的な問題を、私自身は

つきつけられた。 

北島さんは、「放射能は平等にふりそそがない」

「福島での原発労働は 6～7 割は福島県民」「原

発は差別を必要とする、差別がないと動かない」

と述べる。原発は決して都市部がになうことはな

く、力のない地方、より社会的少数派の地域に立

地される。原発立地地域は、実は貧困になるよう

に開発されたのだ、ともいう。たとえば、もとは

豊かだった農地が近代化によって貧しくされ、そ

こに原発が誘致される―北島さんは、そのこと

をまず理解すべきだという。近代化され、便利さ

を享受するのみである地域（都市部）の人は、

「自分ではない誰かが犠牲になることを願う市民」

になっていると指摘する。 

「ニンビィ（Not In My Back Yard）」は、施設

の必要性は認めるが、自分の居住地域にあるのは

困ると主張する人や、その態度を指す言葉だ。た

とえばゴミ処理場設置などでいわれる問題だ。北

島さんは、都市部の人は、ニンビィになっている

のではないかと問いかける。都市部の反原発運動

を行う人々は、果たして、自分も加害者である、

という意識をもちえているか、とも問う。 

さらに、都市部の反原発運動の主張が、原発事

故というものに対してあまりにリアリティがない

ことが指摘された。たとえば、「汚染水の漏えい

を一刻も早く止めろ」と運動する人たちが叫べば

叫ぶほど、現場労働者は非常に危険な労働に就か

されることになる（彼らは危険度のとりわけ高い

作業に就くことを「特攻」という）。つまり、原

発労働者に対して「特攻しろ」と言っているに等

しい、それがわかっているのか、と問う。 

北島さん自身、ずっと以前から原発問題の運動

に関わってきたが、都市部で電気の供給を受けて

いる自分に非常にジレンマを感じ、悩み、そのな

かで原発労働に就くことを選択されたそうだ。 

この学習会を通して私が感じたのは「うしろめ

たさ」だった。参加者に「収束作業員になっても

いいという人はいるか」「私たち（作業員）が、

現場から『死にたくない、逃げたい』と言ったら、

逃げていいと言ってくれるか」という質問をする

場面があった。私は両方とも答えられなかった。

作業員の現実を知らされれば「ひどい」と感じる

が、「逃げてもいいか」と聞かれたときは、「こ

んなこと聞かないでほしい」がとっさに浮かんだ

坂井 理恵（出版労連書記） 

ニンビィ(Not In My Back Yard) 加害者としての自覚 
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  倫理観が問われている 原発と秘密保護法問題から 

松永 彩子（出版労連 原発問題委員会） 

思いだったのだ。 

でも、私はこの「うしろめたさ」を捨てること

ができない。それが私なりの加害者としての自覚

であるような気がするからだ。きわめて幼稚な感

情だが。 

最後に、質疑・意見交換のなかで、事故の収束

作業も、もし廃炉が決まったとしてもそれに伴う

作業も長く続く、それをどういう運営・体制でや

るとよいのか、に話がおよんだ。その発端は、原

発の作業は、もはや全国民に一種の義務付けのよ

うにするしか解決の方法が思いつかない、という

意見が出たことだった。北島さんは、そういう具

体的な考えが出てくることが嬉しいとしつつ、作

業自体は専門的な熟練が必要なので、公社のよう

な組織にして職業訓練もできる現場にすることは

考えられる、と述べた。 

たしかに、国が責任を持つ「廃炉公社」のよう

なものを立ち上げ、労働者をいわば公務員とすれ

ば、現状の下請け構造を変えて、原発労働者の権

利を守る方向に転換できるかもしれない。「被ば

く労働を考える学習会」の今後のなかで、このよ

うな具体策を議論し、運動につなげられるような

機会を設けてほしい。 

 

原発問題って何でしょうか。原発をゼロにする

か再稼働するかといった単なるエネルギー問題だ

けではありません。原発問題に取り組むことは、

暴走しつつあるこの社会のさまざまな問題に向き

合うことだと、感じています。それは、私たちは

どう生きるかという、価値観、倫理観が問われる

事柄でもあると思います。 

昨年の出版研究集会で、大江健三郎さんが述べ

られた言葉を思い出します。「人間が人間らしく

生きる世界を未来に残すという、いちばん根本的

な人間の願い、それに反するものは作るまい。無

くそうじゃないか、原発を無くすことには倫理的

な根拠がある」、大江さんはそう話されました。 

また、昨年秋から本年 1 月にかけて、上智大

学の島薗進先生による連続ゼミナール「原発の倫

理性と現代科学」を開催しました。島薗先生は、

現代の科学において、倫理的な規範性を保つのが

難しくなっていること―国家や企業、グローバ

ル資本主義の目先の利益追求、あるいは軍事的目

的のために、命が軽んじられていく傾向がますま

す強くなってきている、という問題意識を提示さ

れました。 

講座前半は、国会での特定秘密保護法案審議の

時期と重なり、講座でも法案が話題となりました。

島薗先生は原発問題と秘密保護法の問題を類比さ

せながら、専門家が政府・管理する側に立って、

市民的自由よりも国家的体制を重視し、異議を申

し立てる市民をたたこうとする構造を批判されて

いました。「専門的知識こそが社会の公正をもた

らすという上から目線の知の力の行使に疑いをも

ち、人々の生活に即した価値判断や知識、宗教観、

倫理観を拾い上げていくことが必要」という言葉

が印象的でした。 

講座 2 回目の 12 月 6 日は、ちょうど参議院本

会議で、秘密保護法案が強行採決された夜でした。

日比谷野外音楽堂で秘密法反対の大集会が開かれ、

国会請願デモもあわせて国会周辺に 2 万人もの

市民が集まった夜です。私は職場の先輩とともに

参議院本会議を傍聴していました（審議が長引き

講座に間に合いませんでしたが、島薗先生の臨場

感あふれる講演は後から録音で聴きました）。 

秘密保護法案は、表現の自由や人権を侵害する

など数多くの問題点が指摘され、多くの人が反対

したにもかかわらず、政府は強行に採決しました。

国会での審議はあきれるほどお粗末でした。議員

は汚い野次をとばします。でも傍聴人は声をあげ

ることも賛同の拍手をすることさえも禁止されて

います。強行採決されていく様子を見ながら、

「あー、民主主義が崩れていく」と感じました。

悔し涙が出ました。あの日の情景はこの目と胸に

強く焼きついています。 

私たちは政府に白紙委任したわけではありませ
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ん。なのに、政府は国会内で議席の多数を占めて

いるのをいいことに、次から次へとやりたい放題

が続いています。石破茂幹事長は、デモをテロ行

為と同一視しました。原発に反対する市民運動な

どが、今後、テロ行為を共謀、煽動するとして、

監視の対象にならないといえるでしょうか？ 秘

密保護法がなかったときにでも、たとえば自衛隊

の情報保全隊が、イラク派兵に反対する市民集会

を監視し情報を集めていたことが明らかになって

います。秘密保護法ができてすぐは、放射線と同

じで、私たちの暮らしに直ちに影響はないかもし

れませんが、委縮させる効果は大いにあります。

でも、声をあげることをやめてはならない、委縮

して自ら表現の自由をせばめてはならないと思い

ます。 

 

3・11 から 3 年が経ちます。原発事故は決して

収束しておらず、現場では被曝しながら働く作業

員が大勢います。自分たちの生活基盤をうばわれ

て、避難している人たちも大勢います。それなの

に、どうして原発を推進できるのでしょうか？ 

どうして放射線被害よりも経済なんて言葉が出る

のでしょうか？ 被曝労働者や避難者、そうした

人たちの気持ちを考えたら、ちょっと想像すれば、

そんな言葉が出せるはずはありません。それに経

済、生活の一番のリスクとなるのは原発問題では

ないでしょうか。今なお、原発を推進し、再稼働

させ、海外にまで輸出しようとするこの国の姿勢

には、倫理が欠落しています。 

昨年 12 月に憲法学の奥平康弘先生の講演を聴

く機会がありました。秘密保護法が成立した直後

のシンポジウムでした。そのときに、奥平先生は

「連戦連敗だったけれど、ちゃんと議論をしてき

たから、何とか今の社会がある」とおっしゃって

いました。秘密保護法が成立して気落ちしていた

ときで、たいへん励まされる言葉でした。 

さまざまな問題が次から次へと持ち出されて、

途方に暮れるほどです。でもあきらめずに立ち向

かっていきたいものです。共に議論をつくして、

生活のなかで何ができるか、どんな運動ができる

か、一緒に考えていけたらと思います。 

 

※本稿は 2 月 13 日出版労連臨時大会で発表したもの

を元にしている。 

 私の自宅は南相馬市小高区にある。福島第一原子力発電所から 15km ほどの場所だ。2011 年 3 月 12

日の夕方、まだ避難指示が出される前に「原発がよくない状況だ。避難したほうがいい」と耳にした私

たち家族は、着の身着のまま 3 歳と 1 歳の子どもを抱えて自宅を後にした。避難なんて長くても 2～3

日と思っていたが、県内から県外まで 5 か所を転々とし、いまに至っている。 

 私たち家族は帰還を望んでいる。自宅の線量もいまの避難先とさほど変わらない。2012 年 4 月の区

域再編により、小高区では一部業種を除き事業の再開が認められるようになった。また昨年末には上下

水道が復旧し、市からは避難指示解除時期の目標を 2016 年 4 月とする方針も発表された。帰還に向け

たレールは着々と敷かれている。 

しかしそのレールを走る車両が本当に少ない。再開した事業者は震災前のおよそ 1 割。そのうちほ

とんどが建築土木系のいわゆる復旧関係の事業者である。「職場や商店などの生活インフラが整わない

場所には戻れない」という住民側の意見と、「スタッフや住民がいなければ事業が成り立たない」とい

う事業者側の意見が、『卵が先か鶏が先か』の終わりのない議論になっている。帰還する住民は 3 割

以下、しかもその 9 割が 60 代以上と予想されている町で、いったいどんな事業が成り立つというのだ

ろうか。されど事業者がいない町に住民の暮らしは成り立つのだろうか。 

和田 智行（株式会社エクスブレイン代表取締役 会津若松市に避難中） 

 原発被災地発・新しい社会の創造を目指して 
 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑱ 
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ひとつ言えるのは、こんな状況だからこそ、中央発のステレオタイプの価値観から一線を引いた事業

やライフスタイルが創出できるのではないか、ということだ。1000 人を雇用するひとつの工場ではな

く 10 人を雇用する多様な 100 の事業者がお互いに支えあい、しかしそれぞれが主体となり、ゴースト

タウン化してしまった町から新しい社会のモデルを示していく。そんな未来を実現し、逆境をチャンス

に変える大人たちの姿を子どもたちに見せたい。そしてその精神を地域につないでゆきたい。 

 

『文藝春秋オピニオン 2014年の論点 100』 

2013 年 11 月 1300 円＋税 文藝春秋 

世の中の諸問題や話題が 11 の題目とその細分

化されたテーマに分けられ、それぞれ異なった専

門家や政治家などの意見が述べられている。今、

何が起きているのか、政治・経済・スポーツ・国

内・国外などの様々な状況を垣間見ることができ

た。執筆者の主張が強くでている面もあるが、論

点ごとに掘り下げられている部分もある。 

原発問題は「3.11 生かされぬ教訓」の中で、

反対派・推進派とそれぞれの意見が書かれている。

ここでの推進派の論は「代替エネルギーには供給

に不安がある」こと、要は「供給量が不足するか

ら廃止できない」と理解したが、さてどうだろう

か。              （和田 拓也） 

『原発爆発』 

倉澤治雄 著 

2013 年 6 月 2200 円＋税 高文研 

 自身科学者である元テレビ局記者の手による異

色の書。異色というのは、「良心的」原発推進派

から得られた知見を武器に、「国会」「政府」

「民間」「東電」の 4 つの事故調査報告書を読

み解いた知的怪力が発揮されているからである。

結論として、事故原因はほとんどわかっておら

ず、わからないままでは事故が再び起こると指摘

する。この当然の事実が放置されていることを、

人は認めざるを得ない。  

（山田 隆） 

書  評 


