
1938年暮れに、ドイツのある科学者が、ウラン235に中性子をあてると核分裂を起こし、それが巨大なエ

ネルギーを生み出すことを理論上で証明してみせた。この発見自体、人類史の上では新たな動力源になる可能

性を秘めていた。しかし時代はまさに戦争の時代だったのである。

 ヒトラーは、この巨大なエネルギーが兵器として利用できることを知り、軍需局長に、「ウラニウム資源の獲

得に全力を挙げよ」と密かに命じていた。ウラン鉱は戦略的物資になったわけだが、ただこのウラン 235 は

天然ウランの中にわずか 0.7%しか含まれていない。そのウラン 235をどのように取り出して、兵器に変える

か、それには膨大な予算、人員や設備だけでなく、何より原子物理学者を始めとする科学者たちの全面的な協

力が必要であった。ヒトラーはこの巨大兵器を背景に、自らの政治哲学を実践しようと企図したのである。

 これに危機感を抱いたヨーロッパの科学者たちは、アメリカに亡命したり、ナチスへの非協力を誓っている。

アインシュタインはアメリカに渡り、フランクリン・ルーズベルト大統領に、ヒトラーがこの兵器を所有する

ことの危険性を訴え、アメリカ政府が開発するよう進言している。こうして計画されたのがマンハッタン計画

で、総額22億 2000万ドル (当時の日本円で約7兆円 )を投じて研究開発が進められた。

原子物理学上の発見は、むろん日本でも知られていて、太平洋戦争下では、陸軍航空本部が理化学研究所の

仁科芳雄研究室で「二号研究」を、海軍艦政本部は京都帝国大学の荒勝文策教授のもとで「F 号研究」を進め

ている。むろんマンハッタン計画と比べると天と地ほどの開きがあり、日本の科学者たちは製造・開発よりも

研究に主眼を置いていた。

 ところが戦況が悪化すると、軍人たちは研究者たちに「理論が分かっているのに、なぜ出来ないのか。お

前たちには皇国精神が足りない」と威圧している。1945 年 8 月 15 日にも、「戦況を一変させる新型兵器を

つくれ」とサーベルで脅されたと公言する科学者もいる。「日本の軍人は、もし原爆を持ったなら、沖縄で

あろうと戦場ならどこにでも、それを平気で投下したでしょうね。我々は製造できなくてよかった」と本音

を洩らしていた。

「悪魔の兵器」と化したこの原子物理学上の発見を、「天使のエネルギー」の如くに説いて始まったのが 20

世紀後半の原子力発電であった。指導者たちは、まるで 20 世紀前半の罪を追い払うかのように、この原子力

発電に期待を寄せ、「平和利用」という語でその危険性も払拭しようと、一方的に広報活動に努めた。日本だ

けでなく世界はまさに、「一犬虚に吠ゆれば万犬実を伝う」が如き状態になった。

しかし、考えてみればわかる。「悪魔の兵器」としてのシステム、その戦争観を根底に据えて、「天使のエ

ネルギー」に変えるという傲岸不遜さに、「二十世紀人」は決して気付かなかったと、後世の人たちは謗る

ことだろう。( 同内容の書籍を新潮社より刊行予定 )

日本軍の原爆研究
「悪魔の兵器」から「天使のエネルギー」へ

保阪正康
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1980 年代、反核運動に参加した一人として

岩波書店・岩波現代文庫編集長　大塚茂樹

 3.11 によって過去が炙り出された。その衝撃は

今も私の脇腹にずしりと響いている。とりわけ

「広島、長崎を経験した日本がなぜ原発大国に

なったのか。それを避けられなかったのは、日

本の反核運動にも責任があるのではないか」と

いう主張は針のように我が身に突きささってき

た。一方で、肝心なことは現在であり未来であ

ると思いつつも、我が身に突きささってきた針

とまず向きあってみたい。結論を先に述べれば、

私は反省の弁を述べなければならない。ただ、

反省だけで終わる訳ではない。

 私は 1976 年に原水爆禁止運動に初めて参加し

た。被爆者援護法の制定を願い、分裂が続く原

水爆禁止運動の統一を願っていた。1980 年以

降の私は原水協からも原水禁からも距離をとっ

て、個人の立場で反核運動に長期間没頭してい

くことになる。

 1982 年に反核運動は高揚した。ソ連が欧州に

SS20 等を配備すれば、米国も欧州にパーシン

グ II 等を配備するという核戦争数分前という状

況のもとで、欧州で盛り上がった反核運動は日

本でも頂点を迎えた。82 年春、代々木公園を主

会場にした集会には 40 万人が参加した。この

時点で原発への批判はどの程度共有されていた

だろうか。反原発運動は存在していたし、原水

禁は核の商業利用 ( 平和利用 ) をも批判してい

た。新規建設に反対する住民運動も存在してい

た。ただそれらはまだ一部の動きであったと記

憶している。ヒロシマ、ナガサキを経て、核戦

争の危機には敏感でありながら、原発の脅威に

鈍感だったのが運動の大勢であった。

私はその典型で、原発に関して手にした本は

堀江邦夫『原発ジプシー』ぐらい。敦賀原発に

ついて友人から話を聞き、朝日新聞の原発報道

の変質も耳にしていたが、まだ原発問題の輪郭

すら理解できていない。さすがにチェルノブイ

リ以後は原発事故のヒバクシャを強く意識し、

反原発運動への支援も強めたが、長らく苦手な

主題としてきたことを恥ずかしく思う。

 その一方で、反核運動は広島、長崎の被爆者を

どれだけ深く認識していたか。その評価は分か

れよう。私の場合、反核運動が提示する被爆者

像 ( 被爆の証言、ケロイドを映し出す映像 ) に対

する疑問が強かった。被爆者の声に耳を傾けつ

つ、その苦しみをどう捉えたら良いのかを私は

模索していた。当時も私は精神的な悩みが深く、

度重なる失恋が響いたのか、持病のアトピー性

皮膚炎が悪化して、たえずかゆみに苦しめられ

ていた。

 私にとっての発見は 82 年の 40 万人集会では

なく、83 年の小さな講演会でもたらされた。肥

田舜太郎氏から被爆後しばらくして被爆者のケ

ロイドが猛烈にかゆくなってきたという挿話を

聴いたのが実に意外だった。被爆者が自分と同

じ感覚に苦しめられていたのか。今まで極めて

遠くにいた被爆者をほんの少しだけ身近に感じ

た。同時に、被爆者が「かゆみ」を語らず、書

き残さない理由を考えると、被爆後の歳月にお

ける被爆者の苦しみの深さが自ずと想像できた。

この時が新たな視点で被爆者を考えていく第一

歩になった。

 その延長線上で、私はいまも被爆者支援の運動

に主体的に関わり続けている。この夏には日本

原水爆被害者団体協議会 ( 日本被団協 ) の生みの

親である藤居平一という人物の評伝を『まどう

てくれ ---- 藤居平一・被爆者と生きる』( 旬報社 )

という本にまとめた。償ってくれ、元に戻して

くれという意味の「まどうてくれ」という言葉

に被爆者の苦しみが表明されていた。被爆後十

数年も放置され続けた被爆者の苦しみを、福島

で繰り返させるわけにはいかない。

 昔語りのために、80 年代の反核運動と自らの

軌跡を述べたつもりはない。脱原発運動も内発

的な問題意識で続けていきたいと思う。田中優

氏の著作もそのことの意義を示唆している。
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原発事故から考えたこれからの日本

日本標準労組　森真知子

10月 13日にエデュカス東京で開催された第48

回出版女性集会では、「エネルギーシフトへ !未来を

変える力は人びとの中に」と題し、映画監督の鎌仲

ひとみさんをお招きして講演会をおこなった。参加

人数93名。人数からだけでも原発・放射線汚染の

問題についての関心の高さを知ることができる。会

場内は、鎌仲監督の気さくな人柄と語り口のおかげ

で終始和やかな雰囲気だった。しかし和やかな雰囲

気の中にも、日常生活の中で命にかかわる問題とい

うこともあり、参加者のスクリーンを見つめる視線

は真剣そのものであった。

 3月11日の震災で私たちの生活は一変してしまっ

たように思われる。東京で生活する私ですら、今ま

でに体験したことのないような地震に恐怖を感じた

のだ。東北にいた方は身内との連絡もとれずライフ

ラインも絶たれてしまい、その瞬間の恐ろしさは、

いかばかりだっただろうか。情報は錯綜し、何が正

しいのか、状況はどうなっているのか̶̶日本中が

パニックに陥った状態だったように思う。そんな中

で起きたのが福島原発の事故だった。

 鎌仲監督のお話を思い返してみると、そもそも日本

という地震が多発する土地の中で原子力発電を行う

というのがナンセンスなように思われた。どうして

今まで原子力発電が安全だと思われていたのか理解

し難かったが、メディアを通した宣伝が効力を発揮

したのだろうと今回の講演会を通して感じた。その

中でも、私と同じ20代の人たちに大きな影響を与え

ていて、原発肯定派が多いとの指摘は衝撃だった。

 被爆三世となる私や友人は、どうしても祖父母

の話や学校での平和学習の体験が体の中を貫い

ているようで、「原子力は何があろうとダメ」だ

と信じてきたし、甲状腺の異状は世代を超えて

発症することも重々承知していた。

 かなりショックを受けたが、よくよく考えると、

取捨選択してきた情報の違いだということに気

付いて納得した。「原子力は危険だ」と教え込ま

れるか、「原子力は絶対に安全で不可欠なエネル

ギーだ」と教え込まれるかの違いでしかない。

メディアリテラシーが今後さらに重要になって

くるのだろう。

 また、「数人の考えを変えることができれば、あ

とはどんどん考え方を変えて行くことが出来る」

という旨の鎌仲監督の言葉は、たいへん心強いも

のだった。スウェーデンのように、自分が使うエ

ネルギーは自分で選択できるようになるために

は、日本で暮らす人々の意識を変えていく必要が

ある。一人でも多くの人に、今の日本の現状そし

て世界の現状を知ってほしいと思う。今回の講演

を聴いて、日本の自然環境こそ今後原子力に変わ

る大切なエネルギーになるというふうに思えた。

原発に依存する社会が少しずつでも動き出したと

き、日本の未来が大きく変わるように思える。原

発事故という誰もが不安を抱いた事柄から将来へ

の希望が見えるような講演会だった。

私たちは何をしていたのか、今、何を感じるべきなのか

実教出版労組　北林岳彦

タイトルは「私と原発」であるが、与えら

れた課題は安保体制や核軍備をめぐる運動と

反 ( 脱 ) 原発運動の関わりの経緯を描くこと

であった。しかし悶々とする内に 2 週間が過

ぎ去った。福島での脱原発集会から戻ったば

かりだが、復路のバスで飲んだ酒が醒めると、

悶々たる思いは深まった。

 原子力災害の真実と原子力に支配された社

会からの脱却を今こそ語り行動すべきなの

は自明だ。しかし、自分の中の違和感につ

特集「私と原発」
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いても語らねばならないだろう。 震災発生直

後、マスコミが原発のことを伝えようとし

ないことに焦燥を覚えた。しかし一旦事故

が隠しようのない事実となると、良くも悪

くも東京での情報は原発、正確には放射能

を巡る論評に席捲された。しかし、東北や

北関東の被災現場での感覚とはずれがあっ

たと感じている。

岩手の沿岸部で若干ながら支援をしてきた

自分としては、誤解を怖れずに言えば、いま

さら放射能がどうした、こちとらそれどころ

じゃねえ、という気分であったと思う。 三陸

などの津波の被害実態はすさまじく、軽々し

く「復興」などと言えない、個人・社会の傷

の深さがあった。行方不明者にもカウントさ

れない膨大な犠牲者が出ている。町の人口の

半分が消えてなくなった所もある。復興しよ

うにも働き手がごっそり持って行かれ、高齢

者ばかり残された地域もあるのだ。正直なと

ころ、原子力政策全般に抵抗感を持つ私でさ

え、放射能報道が疎ましく、もっと東北の実

態を見てくれ、というデスペレートな気分に

させられた。まして「我われの言ったとおり

になった」と得意気に語る一部の反原発運動

家には大いに失望させられた。

 人間を、命を大事にしない国。故郷を失った

人びとはまさに難民だが、さらに棄民にされ

つつある。子どもたちは汚染の中で忍耐を強

いられている。科学の名を借りて非科学的な

忍従と国家政策への服従が要求される。しか

し、そのような国や社会を不作為であっても

選び形成してきたのは紛れもなく私たちだ。 

あのチェルノブイリ事故の後、私たちは何を

してきただろうか。本気でこの核汚染の体系を

止める努力をしてきただろうか。ウラン採掘か

ら廃棄物処理まで、交付金で故郷を原発に売ら

された過疎地方から下請け労働を提供してきた

都市の寄せ場まで、正視してきか。労組や政党

は本当に真摯に取り組んできたのか。「平和利

用」は反核の対象外だとして事実に目を瞑って

きたことを率直に顧みているだろうか。 

今何をしなければならないのか。母親たち

の押し潰されそうな不安、希望を見出せない

福島の人びと、壊された社会の絆。それらに

反応できる感性を取り戻すことがまず、求め

られているのではないか。

原発など選んでいない

出版情報関連ユニオン　桝多隆太郎

極小悪の反省よりも、極悪の責任追及をこ

そ優先しなければならない。それが、今だ。

 世に言われる「識者」なる少なからぬ大先生達

は、訳知り顔で主張し我々に反省を促している。

原発がメルトダウンして爆発したのは、日本民

衆が皆豊かさのみを追い求めてきたからであ

り、その根底には近代なるものが経済的効率を

何よりも重要視してきたことの帰結だとの仰せ

である。私はこのような説教には断固応じるつ

もりはない。それは、私が先生達の言う豊かさ

の獲得を強制されてきたと考えるからである。

 私は、ワープロを習うことも買うことも拒

み続け、そうしているうちにワープロは製造

中止となった。ウィンドウズにも抵抗を試み

てはきたが、ミレニアムとやらのバカ騒ぎの

中でウィンドウズ 95 を使うことで立ち向か

うことで精一杯であった。しかし、現在はメ

モリが不足するのでインターネットが使えぬ

ため、XP を使用中という体たらくである。

 ポケベルも買わぬうちに消えていってくれた

ものの、ずっと買わぬと誓ってきたはずの携

帯電話を、遂に 2010 年に万止むを得ぬ事情

で購入するという屈辱を味あわされた。

 このような後退に次ぐ後退を、意志に反し

て余儀なくさせたのは、私が豊かさを欲して

いたからなどでは決してない。移動式電話

機や、個人用コンピュータ、コンピュータ

媒介機能の使用技術を習得しなければ、私

にとって唯一売却可能である労働力商品は

販売不能となり、私はやがて圧倒的貧困に

打ち負かされて、住まいも人間の尊厳も失

い、野垂れ死にするであろう。したがって、

ケイタイもスマホも PC など持たなくとも法

律違反ではないし、それは個人の自由だと

は私は些かも思わない。私は明々白々たる

強制力によって、生存権を守るために意志
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や好みとは関係なく、XP と携帯電話を買っ

て使っているのだ。

 それでも識者の大先生どもは言い続ける。

豊かさ・便利さを求め続けた我々にも原発

推進の責任ありと。即ち、原発推進か、脱

原発かの二項対立の議論は不毛であり、現

代人は皆反省せねばならぬと。待てよ、こ

れはどこかで聞いた言葉だと思う。気をつ

けろ、一億総懺悔にそっくりだ。私は断然

言わなければならぬ。「二項対立」を消し去

り、原発推進「一項」目のみに我々を引き

擦り込み地獄の底へと追い落とし、落とし

た張本人は姿を隠す。

「後にはわしが必ず続く」と叱咤して、数

多くの特攻隊員を見送っていった高級軍人達

を私は思い出す。彼らの多くは戦後も生き延

びて、責任を追及されることもなかった。「朕

は汝ら軍人の大元帥なるぞ」と宣ったあの歴

代上御一人も、87 歳の大往生を遂げ、責任な

どは無論追及されなかった。

 「私たちは今、静かに怒りを燃やす東北

の鬼」( 武藤類子 )。

 私も、東北の鬼と一緒に「二項対立」して、

死ぬまで生きます。   

事故が起こらなくても怖い「再処理工場」 

  筑摩書房労働組合　藤岡泰介

 東京電力福島第一原発の事故後、連日のように

聞くようになった言葉、「ホットスポット」。私

たちは、原子力関連施設から放射性物質がひと

たび外界に漏れ出てしまったら、「遠いから安

全」、「その程度の汚染であれば安全」という判

断は決して下せない、ということをこの言葉か

ら学んだ。気候的要因、地理的条件、その他さ

まざまな要素を考慮しても把握することが難し

い「ホットスポット」。事故から半年以上たつが、

おそらく今後も各地で発見されるのだろう。

青森県六ヶ所村に、「核燃料再処理工場」とい

う施設がある。原発で出た使用済み核燃料から

プルトニウムを取り出すというこの工場は、そ

の工程で、通常の原子力発電所と比べ物になら

ない量の放射性物質を空や海に吐き出す。一日

分の排出量は、日本全国の原発 54 基が一年で

放出する放射性物質に相当するというのだから、

すさまじい。

まったく問題のない量、すなわちゼロ×いく

らみたいな掛け算なら、汚染の度合いもしれる

が、その量は、設備を運営する日本原燃 ( 株 )

の事業計画書を元に計算すると、海に放出する

放射性物質だけで、年間 4 万 7000 人の経口致

死量に達する量なのだという (3 億 3000 万ミリ

シーベルト )。 

これは市民団体の質問を受け、日本原燃も「計

算上はそうなる」と認めた数字だ。通常に運転

するだけで、こんな量の放射性物質を出すとは、

なんという工場なのだろう ! さらに驚くのは、日

本原燃の説明。いわく、確かにその量を直接口

にすれば、4万 7000人分の致死量にあたるもの

の、大量の海水で薄められるので、まったく環

境に影響はないという。 しかし、広い海にも限度

はある。しかも、今回の東京電力福島第一原発

の事故で、私たちは、漏れ出た放射性物質が均

一に広がるということは決してなく、さらには

「ホットスポット」という場所が生じることを学

んだ。海においても、潮の流れや、海底地形によっ

て、「ホットスポット」は生じるだろう。 

再処理工場は、致命的な技術の欠陥により、現

在試運転も終了できずにいるが、このようなばか

げた工場を一日も早く本格稼働させようともくろ

む人たちが数多く存在する。この工場が稼働すれ

ばいったい日本の漁業はどうなるのだろうか ? 

再処理工場の稼働により放射線汚染の影響を

逃れることはできないと判断した三陸の好漁場、

岩手県宮古市の重茂漁協は、2008 年 1 月 27 日、

首都圏の消費者に問題を共有してもらおうと、

漁を休み、無数の大漁旗を掲げ、銀座の街を行

進した。しかし、このことがニュースとして取

り上げられることはほとんどなかった。 

東京電力福島第一原発の事故に隠れ、あまり

話題に上がることもなくなったが、再処理工場

の本格稼働という恐ろしい問題に、わたしたち

マスコミに携わる人間がどう対処すべきかは、

いわずもがなである。 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委員会は永年「反核・平和」を主要なテーマ

に活動をしてきた。ここで今まですべての活動を

鳥瞰してということになると膨大なものになるの

で、私が関わった約20年近い中で特に環境問題

に取り組んだことを書いてみたい。

 国連の軍縮週間というのが毎年秋 9 月から 10

月の間一週間ある。世界の反核団体などが一斉

に活動を始める訳だが、私たち委員会でもこれ

に合わせて何かやろうということなったのが、

「フィールドワーク」。その一週間は地球規模で

平和の波が起こり各国と連帯できると考えたの

だ。松代大本営と無言館・秩父事件・日の出の

森焼却場・足尾銅山と星野富弘美術館など他に

もあったが、足尾銅山の田中正造に焦点を当て

たい。公害・環境の原点といわれる足尾銅山だ

が百年以上も前に正造は次の三つの言葉を私た

ちに残している。

(1)「真の文明は山を荒らさず 川を荒らさず 

村を破らず 人を殺さざるべし」

(2)「破れたる地を復するは、河川となく田畑

となくこれを復活するは人民の権利なり 日本国

民の権利なり」

(3)「天の監督を仰がざれば凡人堕落 国民監督

を怠れば治者盗を為す」

正造翁の環境を守る決意と戦争をしてはいけ

ないという強い意思が伝わってくる。特に (3)

の「盗を為す」は福島原発事故後の今の支配層

の狙いと重なっている。宮城県の沿岸漁業に大

企業の参入を認める「水産特区」、これは漁業権

を企業に与えるもので財界の思惑そのものであ

る。震災後の土地、海を地元の人のために復元

するのは国民の権利なのだ。今月 24 日、東電は

原子力損害賠償法に基づいて一原発あたり 1200

億円の支払請求を文科省に申請した。つまり税

金が使われていることに関し、脱原発を目指す

人にとってこれは「盗を為す」行為といえまいか。

この法律は交付金をばら撒く電源三法と同じく

東電を延命させるものでしかない。「治者盗を為

す」行為として他には、震災を利用して憲法を改

悪する動きがある。先日憲法審査会の委員が決

まったが、野田政権のもとで「民主自公翼賛体制」

として改憲に動き出す気配だ。正造のいう国民

の監督は怠れない。

 脱原発はどのように達成されるのかを考えた場

合、超えなければならないいくつかのハードルが

ある。8月には電気の買取法案ができているので、

発電と送電の分離、中小企業の事業参加できる環

境を整え、私たちが自由にどこから電気を買うの

か選べるというもので、スウェーデンがモデルに

なっている。再生可能な自然エネルギー時代はす

でに到来しているといってよい。電気を使うこと

で原発に依存することに悩む人はいなくなるだろ

う。原発推進派の攻勢が強まっていて、それにメ

ディアが加担しているといわれるが、仕組みがで

きれば脱原発の動きは加速するはずだ。“ もう

原発は駄目なんだ”という世論形成ができれば

いいし、1000万人署名に向けて取り組みを強め

よう。最後に、限りない経済成長に警鐘を鳴らし

たE・F・シューマッハー (1911-1977) の言葉を

引いてこの稿を閉じたい。

「人類は、廃棄物処理には解決策がないと気

づくよりも先に、原子力に運命を委ねてしまっ

たのではないかという懸念が強い。放射能の危

険を無視し、建設済みの原子炉を使用するよう

に強い政治的圧力がかかってくるだろう。( 中

略 ) いかに経済が繁栄するからといって、「安

全性」を確保する方法もわからず、何千年、何

万年の間、ありとあらゆる生物に計り知れぬ危

険をもたらすような、毒物を大量にため込んで

よいというものではない。そんなことをするの

は、生命そのものに対する冒涜である。その罪は、

かつて人間のおかしたどんな罪よりも数段重い。

文明がそのような罪の上に成り立つと考えるの

は、倫理的にも精神的にも、また形而上学的に

いっても、化物じみている。それは、経済生活

を営むにあたって、人間をまったく度外視する

ことを意味している。」

(『人間中心の経済学・スモール イズ ビューティ
フル』 講談社学術文庫より )

原発ルネッサンス〈国策〉と壊国

平和共闘委員会　石井 章
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2005年ころから、市民団体「たんぽぽ舎」を

通して反原発運動に関わってきた。けれども首都

圏脱原発諸団体の共催によるイベントでも、集ま

る人数は2ケタかせいぜい3ケタという具合だっ

た。ところが3.11 後、参加者は急上昇。最大課

題であった「どう運動を広げるか」は、皮肉にも

現実の原発震災によってやっと一歩前進すること

になった。実際に起きてしまって、これまでの運

動は自己満足的なものでしかなかったのでは ?と

も考える。いわゆる「伝統的運動系」では、話が

技術論に片寄り、一般の人を遠ざけていたきらい

がある。

政府・東電は、作ってはいけない危険物を、

必要、安全、安いとウソをついて金儲けの道具

にし ( 詐欺罪 )、放射能事故を起こして人々に苦

痛と損害を与え、死亡率を高めている ( 業務上

過失致死傷罪 )。犯罪として告発していくべきだ

と考える。

 事故時の広域被曝はいうまでもなく、平時から、

被曝労働で成り立っている原発に存在の正当性

はない。原発は「必要悪」でもない。単に「悪」だ。

原発以外の現在の発電設備容量で、これまでの

電力需要実績を完全にまかなえる。現在、原発

54 基中 44 基が停止中、今後、定期検査後の再

稼働を許さなければ、来年 5 月までには残り 10

基も順次定期検査に入り停止する。私たちは全

原発の即時停止を掲げつつ、「やらせ」問題、ス

トレステストはインチキなどをぶつけ、再稼働

を断固阻止しなければならない。

 しかし、資本と国家権力が結託した原子力マ

フィアは簡単にはへこたれない。国庫と情報を

握っているので人々を操作することは容易だ。

今の日本に主権在民の中味はない。私たちは正

論で攻めるだけでは足りない。圧倒的な数の力

を見せつけること、ゼネストを構えるくらいの

大衆運動が必要だ。

 そこで、資本家階級に対抗できる力として労働

組合が重要となってくる。これまで、後退させ

られ続けた労働運動だが、資本による理不尽が

ここまで露わになって、脱原発へと動き出した。

9.19「さよなら原発 1000 万人アクション」で、

原水禁系の労組と原水協系の労組が、積年の対

立を超え、初めて「脱原発」で合流したことの

意義は大きい。

全労連の寺間誠治総合政策局長のお話をうか

がったとき、原発ゼロへ向けての政策提言 ( 案 )

の中に「長時間労働の是正、大量消費、『24 時

間型社会』の根本的見直し」という項目があり、

重要だと思った。また教科書労働者から、原発

推進に片寄った教科書検定や副教材の問題を指

摘する声があがっている。除染、放射性汚泥・

焼却灰などに関わる自治体、水道、清掃、港湾、

鉄道、トラック、建設などの現場では、被曝労

働問題に直面している。このように原発問題を

自らの労働の問題とすることが、原発を止める

大きな力となると思う。

何より私は同じ労働者として、原発被曝労働

における差別構造が許せない。やくざも介在す

る違法な多重下請け構造を、政府、電力会社は

あえて温存している。労働者の使い捨てにもっ

てこいの構造だからだ。ここに資本家階級の犯

罪性が凝縮して現れている。もの言えぬ最底辺

の労働者が最も安く使われ、最も被曝し、無権

利のまま健康を害し、亡くなっている。そして

多重下請け構造といえば、出版業界も同じだと

気付かされる。

労働組合は資本家階級に対抗する力を本来

もっていると自覚して、一人ひとりが全原発廃

止へ向けて立ち上がろう !

原発問題への取り組み　これまで、これから

平和共闘委員会・南江堂労組　中村泰子
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