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「目に見えない新たな脅威」に蝕まれる社会

香山 リカ

今年はチェルノブイリ事故から 25 年目にあたり、欧米の医学雑誌にはその影響を再検証する論文もい

くつか掲載された。その中で目についたのは、ベラルーシやウクライナなどで事故後、明らかにうつ病や

自殺などの「メンタルヘルスの問題」が増加した、という報告であった。

「メンタル疾患の増加」という客観的事実をどう解釈すればよいか、が問題だ。ある人は、「これも放射

性物質の直接的な影響だ」と主張するかもしれない。たしかに、被曝が脳の代謝などに何らかの影響を与

え、その結果としてうつ病が増加するという可能性を否定することはできない。しかし、それを立証する

のは現時点ではむずかしい。

また、別の人は「うつ病は“心配しすぎ”などストレスの影響だろう。だから、放射性物質よりも怖い

のは“気の持ちよう”なのだ」と放射能の危険性の低さの根拠として、この事実を使おうとするかもしれ

ない。ただ、たとえ直接的な放射能の影響ではないにしても、それがストレス源となって、結果としてう

つ病や自殺の増加を招いているのだとしたら、それは立派な「実害」と言ってよいのではないか、と私は

考えている。

原発事故は、人間の心にとって大きなストレスとなりうる要素のすべての条件を兼ね備えている。すな

わちそれは、「目に見えない」「いつ終わるかわからない」「誰を信じてよいのかわからない」というものだ。

かつてフランスの思想家ボードリヤールは、その著書『透きとおった悪』で、冷戦が終わり、資本主義

が爛熟しつつある社会では、我々に攻撃をしかける「外部」が消滅して「内部」が肥大しているように見

えるがそうではない、と述べる。「大きな内部」では自己免疫力が低下しており、我々は「外部」がすでに
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侵入していることに気づかないまま、目に見えない新たな脅威に静かに蝕まれていくのである。そこでボ

ードリヤールが侵入ずみの外部としてあげている例が、HIV、コンピュータウィルス、テロリストなどで

ある。

2011年の日本を生きる私たちは、この単語の列の冒頭に、迷うことなく「放射性物質」を加えることで

あろう。この新たな脅威は、身体的には“ただちに”健康被害を与えないと言われているが、心理的には

すでに多くの人たちにさまざまな影響を与えている。診察室にもすでに「原発うつ」と呼ぶしかないよう

なうつ状態の人、「ここにもあそこにも放射能が」とおびえる敏感妄想状態の人、「1 ベクレルも摂取した

くない」と完璧を期する強迫状態の人などが多数、訪れている。さらに身近にも、事故以来、家族や友人

の発言に過敏になってケンカが絶えない、原発事故に対する考え方の違いから人間関係に亀裂が生じた、

などと話す友人、知人が無数にいる。これらもすべて、ただの“気の持ちよう”ではなく、精神医学的に

は心因反応と診断される立派な“実害”なのである。

我々の精神を強烈に蝕む新たな脅威の侵入を防ぐために、いまできることは何なのか。デモなのか署

名集めなのか、それとも･･･。診察室で多くの“被害者”を前に考える日々が続いている。

「素人の乱呼びかけ 9.11新宿 原発やめろデモ!!!!!」レポート

筑摩書房労働組合 井口 かおり

9 月 11 日、新宿で、「素人の乱」の呼びかけ

による「9.11新宿 原発やめろデモ!!!!!」が行わ

れ、約1万人が集まりました。「素人の乱」は、

杉並区高円寺のリサイクルショップ、古着店な

どの名前です。

「素人の乱」は3.11から1カ月後の4月10日

に初めて「原発やめろデモ!!!!!」を呼びかけ、高

円寺に1万5000人が集まりました。以後も、5

月7日・渋谷2万人、6月11日・新宿2万人、

8 月 6 日・銀座 6000 人と、延べ 7 万人が参加

しています。こうして、デモは閉塞感のあった

4 月から風穴をあけるように提起され、踊りな

がら、プラカードを掲げながら、若い人を中心

に様々なスタイルで行われています。けれども

今回は、デモの前々日の９日（金）に、アルタ

前の出発・解散だった予定が新宿中央公園に変

えさせられ、デモのコースも変更させられまし

た。その結果、新宿駅東南口で街宣やバンド演

奏があり、一方でデモは、変更後の新宿中央公

園から行われることになりました。

それでも当初は、バンドの乗ったサウンドカ

ーと DJ サウンドカーの２台で原発反対の音楽

を奏で、今回も楽しい雰囲気に満ち溢れるはず、

でした。ところが、警官はデモ隊列を左右から

挟み込み、途中で抜けることも簡単には許しま

せんでした。そして、サウンドカーと参加者の

間にいきなり大量の警官が入ってきて、混乱し

たところを「公務執行妨害」だとして参加者を

逮捕したのです。また、警官が左右から圧力を

かけてくるのでたまらず歩道に出た人々を、も
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9・19 は終わらない
原発問題プロジェクト委員会

事務局長 郭 敬樹

う一度デモ隊に戻すように警官に指示された

サウンドカーの責任者は、そのむね参加者に

アナウンスする手配をしたにもかかわらず、

「東京都公安条例違反容疑」で逮捕されまし

た。さらに伊勢丹前では、排外主義団体がデ

モに暴言を吐いていたので、それに抗議しよ

うとした人も逮捕されました。その結果、12

人が逮捕されたのです。

デモは最後まで行われました。デモとは別

に 18 時から街宣許可を取ってあったアルタ

前では、思想家の柄谷行人氏、自然エネルギ

ーの第一人者の飯田哲也氏らがスピーチを

し、柄谷氏はデモの重要性を訴え、いとうせ

いこう氏は音楽とともに詩を読み、多くの聴

衆をわかせました。

その後、不当逮捕された人々は、9 月 14 日

までに 7 人が、22 日には全員が釈放されてい

ます。9 月 11 日直後、12 人の救援のための救

援会サイトが立ち上がり、声明を掲載しまし

た。また、「素人の乱 原発やめろデモ会議

レスキュー・キャンペーンチーム」はメディ

ア向けにプレスリリースを出しています。

この一連のデモに参加した柄谷行人氏、小

熊英二氏らは、この不当逮捕をきちんと報道

しないマスメディアの姿勢に抗議する「共同

声明」を出し、9 月 29 日には記者会見を行い、

その模様は各紙に掲載されました。柄谷氏

はその中で、「素人の乱のような若い人達

が、新しいデモの形式を創り出したことに

感謝している。したがってそれを抑圧する

ものに抗議したい」と語っています。デモ

をするだけで逮捕されてしまうような社会

に私たちは住んでいます。逮捕された人々

は「特別の人たち」ではなく、「過激なデモ」

が理由でもありません。ごく当たり前に、

私たちの生命を脅かす原発をやめてほしい

との願いからデモに参加したにも拘らず、

逮捕されるのです。私たちの「表現の自由」

が脅かされている状況をぜひ共有したいと

思います。

参考

「9.11 新宿 原発やめろデモ!!!!!」サイト

http://911shinjuku.tumblr.com/

「9.11 原発やめろデモ!!!!!救援会」サイト

http://911nonukyuen.tumblr.com/

「デモと広場の自由」のための共同声明

http://jsfda.wordpress.com/statement/

去る 9 月 19 日に明治公園で開催された

「さようなら原発 集まれ 5 万人！！」集

会では、主催者発表 6 万人という空前の数

の参加者が結集した。出版労連からも 210

名超、MIC 全体で 350 名以上の参加者が結

集した。某氏の言葉を借りれば「80 年代以
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降、過去最大の集会」となったことは、参

加者はもちろん報道機関に掲載された空撮

写真からも実感できたことであろう。何よ

りも驚いたのは、同じ集会にかつて争いあ

った政党・セクトの各団体や、さらには日

の丸を掲げる右翼団体が一緒になってこの

集会に参加したことである。従来の反戦・

平和運動ではこのような光景を目のあたり

にすることはほぼ皆無に等しく、原発事故

が文字通り「国難」であることを示したと

いえるだろう。にもかかわらず、野田政権

は停止中の原発の再稼働を明言し、マスコ

ミでは脱原発運動について極めて抑制的に

報道しているのが現実である。だが、集会

に参加した我々は、人々の確かな怒りと運

動へ大きな期待が寄せられていることを体

感している。

この「大成功」ともいえるべき集会は、

しかし今後どのような意味を持つだろう

か。忘れてはならないのは、ベトナム反戦

運動と湾岸・イラク反戦運動だろう。どち

らも世界中で学生や市民達が怒りの声を上

げ、またデモの祝祭に酔いしれた。しかし、

戦争が終結して残されたものは何か、もう

一度思い出そう。ベトナム戦争では枯葉剤

が、湾岸・イラク戦争では劣化ウラン弾に

よる健康被害が、それもその多くは罪もな

い子どもたちが被った。戦争が終わっても

なお、子どもたちには生活があり、未来が

ある。あの時、大規模デモに歓喜した人々

のうち、どれだけ多くの人が、戦後の国々

やそこで暮らす子どもたちの生活を思い描

いたのだろうか。

だから今こそ、こう言わなければならな

いだろう。「9・19 集会は成功した。だが、

もう過去のことだ。本当に脱原発を実現す

るために我々がやるべきことが次々と待ち

受けている」と。海の向こうからフィルム

映像やテレビ中継で目の当たりにするわけ

ではない。なぜなら我々は放射能汚染の最

前線に立っているからだ。我々の日常の中

に、家族や友人や会社の同僚との会話の中

に、対立と闘争のプログラムが組み込まれ

ている。無視、忘却、諦念の全てと闘わな

ければならない。9･19 集会の祝祭は終わっ

た。だが、9･19 で掲げられた脱原発への意

思は決して終わらない。終わらせてはなら

ない。

「さようなら原発 1000 万人署名」では来

年の 3 月 11 日に 1000 万人の署名を国会に

提出することを目指している。「集まれ 5万

人！！」の呼びかけに、6 万人が応えたよ

うに、1000 万人の署名の呼びかけに、張り

裂けんばかりの大きな声で応えよう。
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自粛、翼賛、原発ファシズム

中央執行委員 内田 浩

福島第一原発の水素爆発により放射性

物質がまき散らかされたとき、「ただちに

危険はない」と言われたが、外国人はた

だちに国外に逃げた。個人が危険にさら

された時、即刻避難するのは近代市民社

会の論理であり、合理的な行動である。

しかし、国家が「留まれ」と命じたわけ

でもないのに日本人は逃げなかった。ま

た、多くの日本人が自分なりの判断で率

先して、節電に始まり、花見やパチンコ、

選挙運動、（あろうことか）メーデー等の

自粛を行った。これらを単に日本人の慎

み深い行動としてしまってよいのだろう

か。

本来「自」粛とは、主体的な個人の判

断に基づいて、自己責任によって終始で

きるものである。しかし日本特有の自粛

現象には、責任の主体がなく、相互監視、

相互抑制でしかない。

これは「翼賛（自主的に力を添えて助

けるという意味）」ではないか。戦前の日

本では、体制翼賛会の下、国体に抵触す

る政治活動は行われず、「ぜいたくは敵

だ」と、皆が国策に従って戦争遂行を求

められた。同様に現在も、大連立志向の

政治情勢、経済の閉塞と相まって十分翼

賛状況にあるように思える。

■目に見えない敵との闘い

原発事故以前、不安を口にすることす

らはばかられる原発立地地域はもとより、

マスコミを通じた原発安全神話による国

民への意識操作や宣伝、「言論統制」が国

中に行き渡っていた。被爆国であるにも

かかわらず原発建設を推進し、反原発運

動や自然・再生可能エネルギー技術を危

険思想のごとく排除してきた（そもそも

原発自体が犠牲を強要する、排除と差別

の構造なのだが）。3.11 以前のこれらの事

態は原発ファシズムと表現するほかない

のだが、それは、現下の自粛＝翼賛状況

と通底していると思われる。これら日本

人の潜在意識、集合的無意識に基づく不

可思議とも言える現象、市民社会の論理

では対抗できない事態に、私たちは突き

当たっている。

「敵」は空気同様、目に見えず、あち

こちに拡散し、いつ収束するともわから

ない。放射性物質のように測定できず、

あらゆる論理や主張を超えて、私たちを

拘束し、行動を決定づける。また、容易

にナショナリズムに吸収される性質のも

のでもある。

「国家の論理」が急速に現れ、意識的

な法規制による監視とともに、言論・表

現の自由が損なわれかねない状況にある。

原発事故処理の拙劣さに見るように、集

団化すると愚かしい意思決定をしてしま

う集団浅慮の危険性もある。

国家の非常時に立ち現れる、いまだ言

語化されていない、現実にわれわれを動

かしているものを明確に捉える知的作業、

あるいは言葉の再構築が今こそ必要であ

る。それはとりわけ、思想、想像力とと

もに、言葉を扱う出版人にこそ求められ

ているのではないだろうか。

特集：私と原発
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「踏み絵」になった原発事故

日本標準労組 橘田 結唯

3月11日の大震災とそれに続く福島原発

の事故以来、それほど感傷的ではない私が、

朝起きると「夢であってほしい」と思い、

となりで眠る子どもの顔を見つめるような

日々が続きました。これから何を食べ、ど

う暮らしていけばいいのか、それも今から

何年間……？ 不安が募る中で、当初の報

道では「事故は心配ない」「身体に影響はな

い」といわれ続けましたが、実情はどうだ

ったのでしょうか。今ほど日本政府や大企

業やマスコミの姿勢に不信感をもったこと

はありません。

私には 3 歳の子どもがいます。胎児や乳

幼児への被曝の影響は、大人とは比べもの

にならないほど大きく、たとえ低線量の被

曝であっても、さまざまな病気を引き起こ

すおそれがあるといわれています。放射性

物質が拡散した現在の状況を考えれば、も

っと子ども優先の対策が講じられてもおか

しくないはずなのに、とてもそうなってい

るとは思えません。食品の安全基準一つを

取ってみても、子どもと大人が同列に扱わ

れ、国際的にも緩い基準で押し通されてい

ます。今のような対応でほんとうに大丈夫

だといえるのか、私はとても不安でなりま

せん。今いちばんの願いは、国が真摯に子

どもを守る取り組みをしてくれること、情

報を隠さずに公開し、お金がかかっても速

やかに動いてくれることです。

原発事故以来、友人の中には、自身の健

康や子どものことを考え、九州や小笠原に

移住を決めた人もいます。区に給食食材の

検査を要請するなど、積極的に動く親もい

ます。私も子どもに毎日お弁当を持たせて

います。一方では、気にし過ぎなくても大

丈夫という考えもあります。情報が錯綜す

るなか、放射能への考え方はほんとうにさ

まざまで、悲しいことに私の身近では、親

と先生、親と区、親同士に不信感がうまれ、

果ては家庭内での意見の相違に悩む声も聞

こえてきます。原発事故によって、人間同

士の何かが剥き出しになったように感じま

す。おそらく日本各地で、同じようなこと

が起こっているのではないでしょうか。

自分がどれほど無知だったか。被爆国と

しての国づくりを放棄し、地震国に原発を

つくってしまったことへの危機感をもっと

もつべきでした。原発をつくったのは大人

なのに、何の責任もない子どもたちがいち

ばん被害を受けるのです。私たちのこれか

らの人生を変え、世界を汚染しておいて、

なぜ反省することなく原発を存続させよう

とするのでしょうか。なぜ、それを止めら

れないのでしょうか。

正直なところ今の私は、情報収集や毎日

のお弁当作りで精一杯です。脱原発の長い

取り組みは自分の今できることとは遠すぎ

て、私に何が出来るのだろうと思うと、し

ばしば茫然とした思いにとらわれてしまい

ます。それでも、子どものいる人やこれか

ら家族をつくろうとしている人の気持ちを

考えながら、そのための運動を少しでも続

けられればと考えています。こうなったか

らには、何かを変えたいのです。数年後、

数十年後に後悔しないために。

特集：私と原発
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おどろきの原子力推進副読本

ユニオン出版ネットワーク（出版ネッツ）

桐生 広人

原発が「安全・安心」と思ったことは一度も

ないが，「チャレンジ！原子力ワールド」や「わ

くわく原子力ランド」のような原発推進の副読

本が政府（文部科学省と経済産業省）から発行

されていることには正直驚いた。この手の刊行

物は，原発を運転する電力会社（所管は経産省）

か原発推進の研究機構（同文科省）などがパン

フレットやホームページで発行するのが常だ

ったからだ。

副読本の問題点は，「なるべく嘘をつかずに

真実をゆがめ」ていることにある。突っ込みど

ころはいくらでもあるが，放射性物質を使う発

電はウランの採掘、燃料製造、廃棄物処理など

あらゆる面で環境を汚染し市民や労働者に被

曝を強要する歴史を徹底的に無視しているこ

とだ。

マイナス事例としてチェルノブイリ原発事

故も挙げてはいるが，一説には何万人もの死者

と百万人以上が今も続く健康被害を受け，戦争

にも匹敵する過酷な悲劇を「事故」とするだけ

では真実をゆがめていることになる。また副読

本は再生可能エネルギーのマイナス面を強調

し原子力を優位に見せようとしているが、10

年以上前の問題ばかりで現在では更なる高効

率化やスマートグリッドなどの導入で解決さ

れ時代遅れも甚だしい。

二〇世紀の末、地球温暖化防止のための京都

議定書が採択され、化石燃料に依存したエネル

ギー供給の見直しが必要となり持続可能な社

会をめざす世界は、再生可能エネルギーの導入

に動きはじめた。ところが当時の日本は世界で

も稀な原子力発電の推進国で、原発は二酸化炭

素を出さない発電方法だとして，更なる原発拡

大に走る兆候を示しはじめていた。

長年、国際グリーンピースなどの反核・環境

保護団体との契約で働いてきた経験からこれ

に危機感を感じ，原発推進を転換させる出版を

企画した。当時は，原発推進勢力の広告費のば

らまきで反原発本を出版する会社は稀だった。

そこで，気候変動を大きなテーマとするシリー

ズで、目先の利益にとらわれ原発の危険を顧み

ない大人を対象としない企画を作り、知り合い

の童心社の営業部長に提案したのは 1998年の

ことだった。

1999 年から刊行された「わたしたちの生き

ている地球」全 5 巻は、山岡寛人さんの環境

チェックのついた調べ学習に役立つ環境の本

として第１回学校図書館出版大賞を受賞した。

その後重版を重ね 2010 年に改訂・新データ版

を発行した。この中で，原子力発電の問題は「エ

ネルギーをどうする」をテーマに執筆し，内容

の全てにおいて「原子力ワールド」の反対の視

点で書かれている。むしろ副読本が本書の真逆

を狙ったとも言えそうだ。また本書は再生可能

エネルギーの導入で原子力不要の将来を示し

てもいる。わかりやすい本なのでぜひ手に取っ

て実物を見てほしい。
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映画「原子力戦争 LOST LOVE」の感想に始まって

SSCユニオン 福島 豊

この映画は4月放映が予定されていたのですが、

「福島原子力発電所への影響を勘案し」という理

由で放送中止になってしまった、いわくつきの映

画です。原作は田原総一郎さんの『原子力戦争』

で、監督は黒木和雄、主演は原田芳雄となってい

ます。

原作は原子力船「むつ」の放射線漏れを背景

に巨大利権が優先される構造を鋭く衝いた迫真

のドキュメント・ノベルですが、映画では、まさに福

島原発が舞台となっています。佐藤慶氏扮する

新聞記者が作品に重厚感を与えています。この

映画の凄いところは、ヒモ役の主人公が原発問題

にまったく関心のない人間として描かれていて、

フクシマ後の今から見ると、過去の自分も含めた

多くの国民の姿を象徴しているように感じられるの

です。1978年の作品ですが、原発利権がいかに

出口のない問題なのか、まさに2011年に繋がる

内容だと思います。大きく注目した箇所を三つ、

ご紹介します

１．ラスト近くの、岡田英二氏扮する教授のコメント

「アラブからの石油がなければ多くの日本人が餓

死をする。この他国に生命線を握られた日本では、

事故があろうが、危険であろうが、なんとしても原

子力の開発を推進しなくてはいけないんだ。」―

―オイルショックの渦中にあった日本の現状を背

景にした発言ですが、この基本的な主張は現在も

変わっていないと思います。原発がなければ生活

が出来ない。果たして本当でしょうか？

２．スクープ記事を新聞社上層部が差し止める理由

「沸騰水式原子炉と加圧水式原子炉 ２つの海外

メーカーが政治的な背景をもってセールス合戦を

行っている中で、メディアが片方の原子炉に事故

があったと報道すると、メディアの政治的誘導だと

批判を受けてしまう。現状で片方の肩をもつような

報道は倫理的に出来ない。」

――現在問題となっている福島第一原発の沸騰

式原子炉はGEの製品です。製品の安全性や真

実の報道ではなく、形式的な平等を優先してメデ

ィア本来の役割を放棄した、自己保身優先の姿

が描かれています。

３．地元の住民と原発利権との連帯がスゴイです。

自殺現場での嘘の発言から徒党を組んでの殺人

まで、この映画で一番恐ろしい箇所だと感じまし

た。漁業を捨てて原発に依存せざるを得ない実

態が描かれています。そして劇中、原発正面門で

アポなしゲリラ的撮影を敢行し、警備に撮影を止

められるシーンも。

この映画に関連して、私には忘れられない体験

があります。10年以上前のことですが、陰鬱な冬

の日本海を福井に向けて、マイクロバスで走った

ことがありました。同行の人々は、電気事業連合

会3名 広告代理店2名 媒体社2名だったと思い

ます。原発所の内部を見学した以外は特に何事

もなく、和やかな旅でした。交流が主目的で、旅

館での食事の後はカラオケに。帰路にはお土産

を頂いて、一泊旅行の経費はすべて広告代理店

さんに都合して頂きました。

思い起こしてみても、原子力の安全性を力説さ

れることはなく、原発というのはこういうものなのか

と、日本海を背にして立つ原子力発電所をボンヤ

リと眺めていただけでした。むしろ、原発を知って

もらう事に積極的な電事連の方々の姿勢に納得

し、心情的なシンパシーを感じさえしたように思い

ます。しかし今、問われているのは自らの生き方

であり、日々、おまえはどう生きるのかという問い

から逃げるわけにはいかないと考えています。

日本が利権より、生活と命を大切にする国になる

ことを強く願いながら。


