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原発問題プロジェクト委員会設立にあたって 

 2011 年 3 月 11 日は私たちにとって忘れられない日となった。観測史上最大級の大地震と大津

波の被害もさることながら、東京電力福島第一原子力発電所の事故が突きつけたものは、私たち

が信じ込まされていた「安全・安心な原発」は仮構のものであったということである。いまだ収

束の目処すら立たず大量の放射性物質をまき散らし続けている第一原発。 

 事故の正確な状況を公表せず、情報隠しに奔走する政府・東電関係者がいる一方で、嘘で固め

た「安全」の破綻は放射能で汚染された土地からの離脱を余儀なくされ、仕事も奪われ、生きる

気力すらも奪われた住民たちがいる。そして今もなお危険な現場で作業を行う下請け、孫請けの

作業員たちがいる。フクシマは、今日の経済的繁栄が都会と地方との格差、国の原発推進政策を

背景とした大企業による苛烈な搾取構造によって生み出された多くの犠牲の上に成り立っていた

ことを明らかにした。 

 しかしながら、私たちは「安全・クリーン・安い」といった広告、宣伝に隠された過酷で危険

な現実を本当に知らなかったのだろうか。より豊かに、より便利に、より快適にという志向が、

私たちの真実を見抜く力を鈍らせていたのではないだろうか。フクシマはまさに私たち一人ひと

りの問題である。 

 出版労連中央執行委員会ではさきの声明文「原発に依存しない社会の構築に向けて」において、

脱原発への取り組みをすすめていくことを表明した。この声明文を具体化させていくために、当

プロジェクト委員会を設立し、主に以下の取り組みをすすめていく。 
 

 1. 国内外の原発にかかわる情報収集・発信を行う。 

 2. 学習会等を開催し、組合員との情報共有・意見交換の場をもつ。 

 3. 脱原発に向けて集会、デモ、署名など具体的な行動を起こす。 
 

 私たちは働く仲間たちを守る労働組合として、安全・安心な社会を構築するために、被災した

すべての仲間たちと連帯し、原発や放射能の危険性についてのみならず、安全な代替エネルギー

について学習し、認識を深める必要がある。また、出版人として現実を直視し、事実を伝え、隠

された真実を明らかにしていく責務があり、原発の報道や教科書記述などの出版に関わる事象を

検証し、権力規制や利害関係にとらわれない言論・表現・出版の自由を守っていく必要がある。

原発問題は何も解決していない、何も終わっていない。それどころか、玄海原発をはじめとして

当面の緊急課題として、再稼働問題が新たに私たちの眼前にある。私たちの永い取り組みは、今

ようやく始まったのだ。 
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真 実 を 伝 え る 勇 気 

―新たな公共を創出するための、新たな啓蒙のために― 

 
筑摩書房労組 湯原法史

 地震と津波、およびそれによって生じた原

発による被害は、未曾有の惨禍をもたらした

1945年の敗戦と、その破局へ向かう歴史の過

程を、多くの人々に連想させることになりま

した。それは、被害がいかに大きなものであ

ったかを物語ると同時に、戦後日本のあり方

に根源的な検討を迫ることにもなりました。

なぜなら、多くの犠牲を払って築かれた今日

の繁栄と私たちの豊かで便利な生活が、いか

に危険で脆い土台の上に成り立っていたか

が白日のもとに曝されたからです。 

 3・11から6カ月が過ぎ、議論の焦点は復興

への道筋に移ったかのようですが、事故の収

束への見通しが明らかになるどころか、飛散

した放射線の影響など原発による被害の全

容すら確定されてはいません。そもそも事故

発生に至る経過と分析は、この問題を考える

ための最低限の条件であるはずですが、果た

してそれは事実認識として共有されている

といえるのでしょうか。 

 このような大混乱を招いた直接的な原因

はいろいろと挙げられるでしょうが、その背

景に、明確な根拠のない「国策」への屈服・

追従と、「大本営発表」を前になす術もない

メディアの不作為があったことは、誰もが認

めるところでしょう。さらに、そうした事態

の進行を許した私たち自身も、一部には警鐘

を鳴らす人々がいたとはいえ、自らの無知と

無関心について責められてしかるべきです。

高名な政治学者として知られる丸山眞男氏

が、敗戦への反省から「無責任の体系」とし

てつとに指摘した日本人の心の習慣――「既

成事実への屈服」、「抑圧移譲」、「権限へ

の逃避」――は、私たちの社会の中になお根

深く生き続けていたというほかありません。 

 では、そうした日本社会のラディカルな批

判（と作り直し）という途方もなく大きな課

題を前にして、私たちは何をなすべきなので

しょうか。一言で言うなら、敗戦後もそうで

あったように、「批判的精神」の育成（とそ

のための新たな啓蒙活動）ということと、そ

うした志向を絶えず促す新たな「公共的空

間」を創り出すということに尽きると思いま

す。しかもそれは、あらゆるものを平準化し、

差異を解消しようとする「日常」という現実

に対抗して、半永久的に続く運動として構想

されなければならないでしょう。 

 1930年代のドイツで、個の独立と自由な社

会の擁護のために生死を賭けた闘いを強い

られた劇作家ブレヒトの次のような言葉は、

困難な試みに挑もうとしている私たちに何

ほどかの示唆を投げかけているように思い

ます。 

 「真実がいたるところで抑えつけられてい

るにも拘らずこれを書く勇気を、真実がいた

るところで覆い隠されているにも拘らずこ

れを認識する賢明さを、真実を武器として役

立つようにする技術を、その手に渡ったとき

真実が本当に力を発揮するような人々を選

び出す判断力を、そしてそういう人々の間に

真実を広める策略をもたなければならな

い。」「真実を書く際の五つの困難」『今日の世界は

演劇によって再現できるか』（白水社、1962年） 
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なぜ出版に働く者が脱原発に取り組もうとするのか 
―労働時間・労働環境対策に関わる立場から― 

 

労働時間・労働環境対策部事務局長 医学書院労組 伍井さゆり 

 

 なぜ、出版労連として脱原発に取り組むべき

か。ここでは、労働組合が、そして出版に関わ

る者が脱原発を表明することの意義を述べて

みたいと思う。 

 

 労働者の立場から 

 まず、原子力発電所の労働環境の苛酷さから、

同じ労働者として反対の声を上げざるを得な

い。原発の労働現場は、経営による職場の安全

配慮義務が果たされているとはとても言えず、

その現場作業は、電力会社の「協力会社」とい

う名の下請け、孫受け、ひ孫受け事業者に委託

されており、その間のマージンはトンネル構造

となっていることが西尾漠により指摘されて

いる（『新版 原発を考える50話』）。当の電

力会社も、実際の現場労働者がどのような作業

をしているのか、労働安全は保たれているのか、

チェックされているとは到底言いがたい状況

であるという。同じ労働者として、そのような

危険きわまりない労働環境が存在しているこ

とに対して、反対の声を上げざるを得ない。 

 原発の廃止により、そこで働く労働者（仮に

「社会的弱者」と定義しておく）の雇用が消失

するため、原発を維持すべきであるという意見

はよく聞かれるところである。しかし、彼らの

雇用を創出するために、安全性・持続性ともに

大変不安要素が多い原発を維持する現場労働

力（「社会的最弱者」と定義できるだろう）の

いのちと健康を、切り捨てることを容認できる

だろうか？いわゆる原子力ムラ「社会的最強

者」と、前述の「社会的弱者」が目的を合致さ

せることにより、現場労働者の「社会的最弱者」

のいのちを危険にさらすという構造が現実に

ある。事実、原発労働者の多くが経済的困窮者

であり、電力会社・政府は彼らに安い日当を与

え、いのちを差し出すまでに追い込んでいる。

戦争ビジネスの末端で危険な労働に従事して

いる米国の社会的弱者の構造と酷似している

と言えよう。 

 失業へのセーフティーネットが貧弱な本邦

では、この問題は誰にとっても他人事ではない。

労働者のいのちと健康を守る労働組合の理念

に照らし、到底看過することはできない。 

 

 理性ある者として、エネルギー政策の転換を

促す 

 原発が経済的であるという理屈は、昭和50

年代の遺物となった。いまや、事故後の除染・

保障、放射能廃棄物、廃炉、ウラン再処理の問

題など、原発に係る経費は天文学的数字と指摘

される。これらの問題解決を未来の世代に押し

付ける形でのエネルギー政策を続けることは、

人道的な観点からはもちろん、経済性を鑑みて

もあまりに非現実的であることは明らかであ

る。これらのわが国のエネルギー政策の不備を、

労働組合側から指摘・改善させる声を上げるこ

とは有効である。国土を原発の温床としている

電源三法の問題や、重工業企業の生産計画、ま
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た地方自治体のあり方、さらに雇用の問題など

も、より経済的なエネルギー政策への転換によ

り、解決できる可能性はおおいにある。出版に

携わるものとして、知性と理性をもって、これ

らの問題を冷静に精査し声を上げていく必要

がある。 

 

 「原子力の平和利用」への疑問 

 これまで出版労連では、NPTや、広島・長

崎での反核運動、茗荷谷駅前における6・9行

動など、反核運動に積極的に取り組んできた。

米ソの冷戦構造が崩壊し20年が過ぎ、米国オ

バマ大統領による軍縮宣言はあったものの、軍

拡の動きが止まったとは言えない。 

 また、核を軍事利用ではなく、平和的に活用

する旨の政策が聞かれるが、果たしてそれは可

能なのだろうか？軍事においても、よしんば平

和利用にしても、原子力の本質には変わりはな

い。原子力そのものが、本質的には尐量で非常

に多くの人間のいのちを奪いうる兵器である

ことを重く認識すべきである。反核運動にかか

わる限り、平和的利用と銘打った原発に関して

も、反対の声を上げ続けるべきであろう。 

 

 出版に働くものだからこそ、できること 

 去る6月9日に作家の村上春樹氏がスペイン

のカタルーニャ国際賞授賞式にて行ったスピ

ーチには、我々出版に働く者がこの原発問題に

どう取り組んでいくべきかの示唆が多くある。 

 「非現実的な夢想家として」と題されたこの

スピーチでは、わが国の原子力発電政策の推進

によって失われてきた「倫理と規範」について

述べられている。唯一の被爆国として持ってい

た核に対する拒否感を、「便宜・効率」を求め

ることにより放棄し、原発に疑問を呈する人び

とに対しては「非現実的な夢想家」とレッテル

が貼り続けられてきたことが述べられている。

実際、その「便宜・効率」への同調を国民に強

いるために、社会的最強者が行ってきたことも、

市民の立場から検証する必要はもちろんある

だろう。 

 原子力に対して、日本人は被害者でもあると

同時に加害者でもあると村上氏は語る。核を使

わないエネルギーの開発を戦後の中心課題に

すべきところを、「効率」という基準に流され、

結果、福島第一原発事故のようにまたも多くの

犠牲者を出すこととなり、その被害は避難圏内

に留まることはなく広がり続けている。このよ

うに「効率」最重視により損なわれた倫理や規

範の再生のためには、地道で継続的な集合作業、

氏のいうところ「種蒔き歌」が必要であり、そ

の活動には言葉を専門とする人びと（職業的作

家など）が積極的にかかわるべきとしている。 

 我々出版に携わる人間は、社会に広くものを

言う立場にある人びとを支え励ますとともに、

彼らと同様に、黙々と、注意深く、忍耐強く倫

理と規範をつむぐ立場にあるだろう。持続可能

で、労働者のいのちと健康が尊重される社会を

「夢見る」我々もやはり「非現実的な夢想家」

の仲間であろうか。しかし、氏の「夢見ること

を恐れてはいけない」という言葉のように、行

動すべき時に行動し、各々のできることをやっ

ていくことこそ、戦後最大のエネルギー転換を

めぐる局面に対峙し、そして史上最悪となる可

能性のある放射能汚染問題に直面している現

在において、必要不可欠なことだと思われる。 
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原発震災で加速するネット規制 

―「コンピュータ監視法」に潜む危険性と関連する動きについて― 

 

医学書院労組 小野孝則 

 

 「コンピュータ監視法」とは 

 正確には「情報処理の高度化等に対処するた

めの刑法等の一部改正案」という名前の法案で

した。すでに 7 月 14 日から施行されており、

刑法の一部となっています。そしてこれは「通

信の秘密」、「言論の自由」にかかわる、憲法

違反の疑いのある法律です。 

 この法律では、いわゆる「コンピュータウイ

ルス」を、「正当な理由なく」作成または提供

した場合は、3 年以下の懲役または 50 万円以

下の罰金。同様に、取得・保管を行った場合は、

2 年以下の懲役または 30 万円以下の罰金とな

ります。ちなみに、これまでは、ウイルスの作

成、取得について罰則はなく、実害に関しては、

器物損壊や業務妨害によって対応していまし

た。 

 また、いわゆるサイバー犯罪やウイルス流通

の捜査のため、令状なく、プロバイダーや特定

のサーバーの通信記録の保全を命令できます。 

 上記の保全命令の項目は、犯罪の発生を認知

したかどうかがあいまいであるにもかかわら

ず、効力を持つ点で、非常に問題があります。

「ウイルス」の有無をどう判断するのか、「正

当な理由なく」の判断をどう行うのか、疑問で

す。 

 一般的に、令状なしの捜査活動には、濫用の

危険が伴います。その上、末端のユーザーの知

らないところで情報がとられてしまうという

問題もあります。 

 さらに、事案発生に伴って、プロバイダーに 

通信記録の保全要請が行われた後、差し押さえ

が行われ、不起訴となった場合、差し押さえら

れたデータがどうなるのかも不明です。 

 差し押さえにおいては、現場の捜査官の裁量

に任せられている部分が大きく、方法や範囲が

明確ではないため、容疑者以外のメールの内容

が読まれてしまう可能性もあります。 

 これが検閲につながることを危惧するのは

大げさでしょうか? 

 これまで、既存の法律で対処できていたのに、

なぜ、「監視法」が必要なのか？ 

 しかも、この法律は、暗号化したうえで、海

外のサーバーをいくつも経由して通信するな

どのプロの手口については無力であり、実効性

は疑問です。立法者もこれに気づいているはず。 

 ならば、この法律は、私たちの通常の通信を

監視する手段を得るのが本当の目的ではない

のか、という疑念もわいてきます。これが「コ

ンピュータ監視法」と呼ばれる所以です。 

 

 「監視法」が恐ろしく見える理由 

 この法律は、運用によっては大変危険なもの

になると思います。加えて、いくつかの冤罪事

件などから考えると、捜査機関の信頼性を意識

せざるを得ません。 

 この法律をできるだけ害のない方向で運用

させるには、国民やマスコミの監視が必要です

が、日本では、多くのマスコミが正しく機能し

ていないことも危険性を増大させています。 

 昨今の原発に関する政府発表と事実の乖離 
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について、その報じ方を見れば、大手のマスコ

ミが、政府から与えられた情報を無批判に流し

ているだけの存在となっていることは否定で

きないと思います。なかには、作為的に事実を

隠ぺいする形での報道さえあるようです。これ

では、マスコミが統治機関の情報統制の道具と

思われても仕方がないでしょう。 

  

 コンテキストで見る「監視法」 

 この法律は、過去、何度も廃案になりながら、

復活し、成立しました。どうしてもこの法律を

成立させたい勢力が存在していることは確か

です。その勢力は、おそらく、国民の目から不

都合な事実を隠したいと考えているのだと思

います。 

 これまでの原発報道における政府発表と報

道が、発表された時点においてさえ、事実と異

なることがネット上で指摘されたことが、「監

視法」成立の大きな要因だと感じられます。 

 彼らは、いわゆるジャスミン革命などから、

ネット上を流れる情報の速さ、相互監視による

正確性、削除困難性を認識し（デマが流れても、

それを指摘し、訂正する人がいる。情報を削除

しても、誰かがコピーを別の場所に書き込む）、

自らの統治能力に危機感を抱いたはずです。 

 資源エネルギー庁は、先ごろ「インターネッ

ト上に掲載される原子力等に関する不正確な

情報又は不適切な情報を常時モニタリングし、

それに対して速やかに正確な情報を提供し、又

は正確な情報へ導くことで、原子力発電所の事

故等に対する風評被害を防止する」といった事

業を始めましたが、これは「監視法」でカバー

できない部分をフォローするためかもしれま

せん。 

 また、「監視法」のほかに「国家機密漏えい

に対する処罰法」立法の動きも見逃せません。

いわゆる「尖閣ビデオ」の流出問題により、

USB メモリ、ネットカフェといった、身近な

道具・設備の活用により、匿名で機密が公開さ

れる可能性を認識し、対応したのだと思います

が、「国家機密」が真に正当な意味で機密とさ

れているかどうかが不確かな状況の中で、正し

く運用が行われるのか、注視していかねばなら

ないでしょう。 

 この発端となった事案は、実は 2007 年 4 月

のイージス艦機密漏えい事件や、尖閣ビデオ問

題だと思われます。いずれも公務員を取締り対

象とすべきものですが、これを一般人にまで広

げようとする動きが「国家機密漏えいに対する

処罰法」と考えることができます。 

 さて、これだけ問題があり、日本に住む人全

員の生活に害を及ぼす可能性のある、「監視法」

等について、なぜマスコミが大きく報じないの

か、私たちはよくよく考える必要があります。

想起されないでしょうか？どこか、戦前、戦中

と似てはいないか、と。 

 

 「監視法」にはどう対処すればいいのか 

 今後は、私たち一人ひとりがメディアリテラ

シーを磨き、「監視法」の悪用を監視するとと

もに、何らかの方法で、健全なジャーナリズム

を育てていくことが求められます。方法がはっ

きりしないところがもどかしいですが、ジャー

ナリズム健全化については、いくつかの動きも

あるようです。 

 我々のメディアリテラシーも、今回の震災を

機に、磨きをかけていきたいと思います。そし

て、いつか、この危険な法律を廃止または安全

なものに改められるよう、様々な手段を考えな

ければと考えています。
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活動報告                   

 

 

 

 なんとか原発問題プロジェクト委員会のニュース「原発のない未来へ」NO.1 ができあがりま

した。発行までのあれやこれやを書き始めたらキリがないので割愛しますが、「この委員会は大

変な委員会だぞ！」ということだけは何としてでも伝えたいと思います。 

 まず、何が大変って、原発。東電、政府が情報隠しをしてくれたおかげで、次から次へと事態

が悪化して、日々刻々と移り変わる情勢を追いかけていくだけでも精一杯。情報過多に陥って、

原発報道に嫌気がさした方も多いのではないかと思います。この状況をどう考え、どう運動に繋

げていくべきか悩みに悩んでいた委員会発足前の6月でした。そんなわけで、7月12日の委員会準

備会には、長年反原発運動に取り組んでこられた「NO NUKES PLAZA たんぽぽ舎」副代表、

山崎久隆さんに「脱原発運動のつくり方～市民運動の観点から～」と題した講演を行っていただ

きました。反原発運動の歴史を振り返り、「脱原発への運動って、しぼむことがないんですよ。

東電が次から次へと問題を起こしてくれるから」とおっしゃる山崎さんのユーモアが可笑しいよ

うな、悲しいような。けれども山崎さんの「デモなどを行って反対していく活動も大事だが、日

常の中で会社の同僚や、地域の人々などと原発について話しあって、原発のある社会について考

えていくことが大事なんだと思います」という言葉にわずかな救いを感じました。 

たんぽぽ舎のホームページはこちらから → http://www.tanpoposya.net/ 

 定期大会終了後の8月2日に第1回の委員会が開かれました。とりくむべき課題が山積していて、

委員のメンバーからの提案に次ぐ提案に、まとめる人間はもうKO寸前。しかし、それだけ各メン

バーは熱い想いを持って、また怒りを持ってこの問題にとりくんでいるのです。ゲストとして参

加いただいた、全労連事務局次長の井上久さんからも「全労連でもこの問題に対して悩みながら

とりくんでいる。一つの組織でできることは限られているが、『こんな活動やってますよ』と紹

介するだけでも十分運動として成り立っていると思います」との言葉に大いに励まされました。

私たちも、自分たちの得意なことを活かしながら、できることからやっていきたいと思います。 

 8月30日に第2回の委員会が開かれました。ここでは、いよいよ間近に迫ってきた9月19日「さ

ようなら原発 集まれ!! 5万人」に向けた準備や、委員会主催の学習会の案を話し合いました。討

議の中から小・中学校で行われている「原発安全教育」の実態が浮き彫りになりました。早速次

回の委員会に向け、各委員がせっせと資料集めに励んでくれています。中でも話題になったのが

文部科学省と資源エネルギー庁が発行した「わくわく原子力ランド」について。日本の「安全神

話教育」の底恐ろしさを感じさせられます。 

 

「わくわく原子力ランド」はこちらから見られます 

            → http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/~nagano/wkwknp_ws.pdf 

 

 委員メンバーは、それぞれが得意分野を活かしながら、仕事を忘れて（？）情報収集に励んで

います。「原発のない未来へ」でも、その成果と私たちが持つべき視点を発信していってくれる

ことでしょう。いよいよ本格始動した原発問題プロジェクト委員会のこれからに、期待と応援を

お願いいたします！ 

事務局長 郭敬樹（桐原ユニオン） 
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●原発問題プロジェクト委員会予定 

第 3 回 9 月 13 日（火） 第 4 回 10 月 5 日（水） 18：30～20：30 三省堂 3F 会議室 

参加希望者は rouren@syuppan.net まで 

 

●9/19（祝）【さようなら原発集会 集まれ!! 5 万人 】  

集会：13 時 30 分～14 時 10 分（集会後パレード）／明治公園 

…出版労連の集合場所はＣブロック左側      ◆出版労連・当日連絡先：080-3510-0843 

交通：JR「千駄ヶ谷」徒歩 3 分、都営大江戸線「国立競技場」（E25）徒歩 2 分 

スピーチ：大江健三郎、落合恵子、澤地久枝、内橋克人 

ゲスト：山本太郎（俳優）、他 

パレード：14 時 10 分デモ指示、14 時 25 分頃から出発 

Ａコース：渋谷方面、Ｂコース：原宿・代々木方面、 

Ｃコース：新宿方面（出版労連はＣコース）解散は西新

宿・児童公園。 

呼びかけ人：内橋克人・大江健三郎・落合恵子・鎌田慧・

坂本龍一・澤地久枝・瀬戸内寂聴・辻井喬・鶴見俊輔 

 

●9/30（金）18:30～20:30／文京区民センター2A 会議室（文京区本郷 4-15-14） 

【マスコミ４団体学習会】「福島原発事故から考える～国家と犠牲」  

高橋哲哉さん講演（東京大学大学院総合文化研究科教授／福島県出身の哲学者） 

今回の原発震災は、日本のみならず人類の歴史と現在を根本から問い直すきっかけとなった。国策として進

められてきた原発というシステムを「国家と犠牲」の観点から見直す。 

資料代：500 円、予約不要  

主催：MIC（マスコミ文化情報労組会議）、JCJ（日本ジャーナリスト会議）、マスコミ関連九条

の会連絡会、自由法曹団、の 4 団体  

 

●10/13（木）18：30～20：30／エデュカス東京７階ホール（千代田区二番町 12-1） 

【第 48 回出版女性集会】「エネルギーシフトへ！ 未来を変える力は人びとの中に」 

鎌仲ひとみさん講演会（ドキュメンタリー映画監督）      

原発災害の直前に公開された映画『ミツバチの羽音と地球の回転』は、原発建設に反対する祝島（山口県上

関町）の人々と、自然エネルギーを選択したスウェーデンの取り組みを描き、脱原発社会の可能性を力強く

訴えている。原発災害後のいま、社会の現状を変え、未来を生きる子どもたちに災いを広げないために何を

すべきなのか。鎌仲さんと一緒に考える。 

参加費：500 円、予約不要 

主催：出版女性会議、原発問題プロジェクト委員会  

 

●問合先＝出版労連 TEL：03-3186-2911 E-mail：rouren@syuppan.net 


