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将来世代へのツケをこれ以上大きくしてはならない！
寺西俊一（一橋大学）

今回の福島原発事故は、2つの神話（「原発安全
神話」と「原発安価神話」）の虚構性を白日のもと
にさらけ出した。私は環境経済学を専門としている
が、この非常事態を目の当たりにして、すぐさま環
境経済学における 2人の先人がかつて鋭く提起し
ていた問題と警告が私の頭のなかをよぎった。
その一つは、ドイツ生まれの異色の経済学者であ
った故カップ（K. W. Kapp）教授が提起していた
問題である。同教授は、1950 年に出版した『私的
企業と社会的費用』という有名な著書で「社会的費
用」（Social Costs）をめぐる諸問題を提起したが、
彼は、それらを「アンアカウンテッド・コスト」
（Unaccounted Costs）の問題として捉えていた。
そこには、「本来考慮されるべきにもかかわらず、
考慮されていない、ないし、考慮されてこなかっ
た諸費用」と、「本来責任が明確にされるべきにも
かかわらず、明確にされていない、ないし、明確に
されてこなかった諸費用」という二重の意味が込め
られていた。いわゆる会計学でいう「Accounting」
とは、もともとは「責任をもって考慮する」ことを
さすが、今回の福島原発事故は、まさにカップ教授
が提起していた「アンアカウンテッド・コスト」を
めぐる問題を一気に顕在化させた事態だといえる。
とりわけ、原発がもつ危険性への考慮を十分に行わ
ず、いわば虚構のうえに作りだされた「原発安全神
話」と「原発安価神話」のうえにあぐらをかいてき
た、その大きな「ツケ」がきわめて深刻な事故（シ
ビア・アクシデント）となって社会全体に跳ね返っ

てきた事態だといわなくてはならない。
もう 1つは、アメリカの著名な環境・資源経

済学者であった故アレン・クネーゼ（Allen V. 
Kneese）教授が発していた警告である。同教授は、
『公害研究』という雑誌（1971 年に岩波書店から
創刊。1992 年から『環境と公害』に改題）の第 4
巻第 2号（1974 年 10 月）に「ファウスト的取引」
と題する論文を寄せている。「ファウスト的取引」
とはゲーテの言葉で「悪魔との取引」ということだ
が、彼は、原子力利用（軍事的利用であれ平和的利
用であれ）を推進することは「ファウスト的取引」
を敢えて行うことに他ならないと喝破していた。こ
の論文は、アメリカの原子力規制委員会に提出され
た同教授の意見書を要約したものだが、1970 年代
のアメリカでは、原子力利用をさらに推進していく
ことが本当に望ましいのかどうか、専門家のあいだ
で大きな論争となり、そのなかで原子力開発に携わ
ってきた当の核物理学者の多くも、原子力利用から
はむしろ手を引くべきだとする意見を表明するよう
になっていた。このときのクネーゼ教授による警告
の重要性は、原発が一旦事故を起こせば、まさに取
り返しのつかない深刻な放射能汚染を引き起こす危
険性をもっているだけではなく、仮に完璧な安全管
理ができたとしても、使用済み燃料を含めて、大量
に生み出される放射性物質や放射性廃棄物を最終的
に処理できないという致命的な欠陥があることを鋭
く指摘していた点にある。このため彼は、原子力利
用は、いわば「不滅の放射性廃棄物」をめぐる問題
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とそれに伴う「永遠の危険性」を人間社会が抱え込
むことになるという警告を発していた。実際、この
5年後にアメリカでスリーマイル島での原発事故が
起こり、またその 7年後の 1986 年 4月、旧ソ連
時代のウクライナでチェルノブイリ原発の大事故が
引き起こされた。今から振り返れば、とくにチェル
ノブイリ原発事故は世界的に原発からの全面撤退を
決断すべき事件だったといわねばならない。しかし
残念ながら、さらに第 3の重大事故として、今回
の福島原発事故がついに起こってしまったのであ
る。
では、今回の事態がこれからの私たちに突きつけ
ていることは何なのか。ドイツでは、原発への復
帰路線を推進しようとしていたメルケル政権でさ
え、2022 年までに原発からの全面撤退の方針を掲
げざるをえなくなった。ところが日本では、これだ
けの大事故を引き起こし、まだその収束の見通しさ
え立たない状況にもかかわらず、依然として「原発
必要」論や「原発再稼働」論が根強く展開されてい
る。また、中国をはじめとするアジア諸国では、依
然として原発への期待と推進への動きが止まってい
ない。私たちは、いま改めて「スリーマイル」から
「チェルノブイリ」、そして「フクシマ」へと至って
しまった原発事故の悲劇と教訓を徹底的に検証して
いく必要がある。
私は、去る 10月 31日～ 11月 7日、原発事故か

ら 25年を経たチェルノブイリへの福島調査団（団
長：清水修二福島大学副学長）の一員に加わって、
ベラルーシとウクライナの現地を視察する貴重な機
会を得た。現在のベラルーシ共和国でもウクライナ
共和国でも、深刻な健康被害とその後遺症もさるこ
とながら、事故後 25年を経てなお、人々が安全に
居住できないエリアが広範囲に残ったままである。
「フクシマ」の場合も、これから先、長い年月にわ
たって同じ悲劇が繰り返されてしまうことが危惧さ
れ、心が痛む。このような悲劇をもう一度繰り返す
ことがないよう、いま私たちがなすべきことの第一
は、いち早く「原発からの全面撤退」という明確な
国民的意思を決然として示すことであろう。そのこ
とが、とくに中国をはじめとするアジア諸国におけ
る今後のエネルギー選択のあり方をも大きく左右す
ることになる。
とはいえ、こうした「全面撤退」をいますぐに決
断したとしても、その具体的な実現のためには、今
後、どうしても 5年～ 10年、場合によっては 20
年～ 30年の撤退プログラムの積み上げが必要とな
る。この点は、残念ながら、私たちの世代が覚悟し
て支払わねばならないツケだと考えるほかない。し
かし今後、少なくとも私たちの将来世代に対して
は、もはやこれ以上、原発推進に不可避的にともな
う膨大なツケをさらに押し付けていくという愚かな
選択だけは絶対に許してはならない。
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特集「私と原発」

仏教と脱原発
「もんじゅ」「ふげん」命名の縁起によせて

合同労組・大蔵出版分会　米森俊輔

「菩薩」という仏教用語がある。「悟りを求める
者」という意味の言葉である。元々は悟りを開く
以前のブッダに対する尊称で、後に悟りに近い高
位の仏弟子を指すようになった。菩薩は仏典の中
で、ブッダの説法の理解を深めるために巧妙な譬
喩を語ったり、ブッダの加持を受けて超能力を発
揮するなど重要な役割を果たす。本当はすでに悟
りを開いているが、ブッダを手助けするためにあ
えて涅槃に入らず、仏弟子の姿をしていると言わ
れる場合もある。
この理想的な仏教徒である菩薩は、長い歴史の

中で、時にはブッダ以上に人々の信仰を集めてき
た。たとえばチベットで信仰・政治の両面で最も
権威あるダライ・ラマは観音菩薩の化身であり、
中国では古くから五台山に文殊菩薩、蛾眉山に普
賢菩薩が住んでいるとして信仰を集めてきた。そ
して、日本ではこの偉大なる菩薩たちがなぜか
人々に怖れられながら鎮座している。事故続きの
高速増殖炉「もんじゅ」と、長い廃炉の過程に入
った新型転換炉「ふげん」である。ここにはどう
いった信仰が介在しているのであろうか。
先頃、これらの原子炉の命名の「縁起」が明ら

かになった。11月 2日、曹洞宗大本山永平寺は
「いのちを慈しむ～原発を選ばないという生き方
～」というシンポジウムを開催した。永平寺はや
や先行して、「もんじゅ」「ふげん」の命名には曹
洞宗の関与があったと公表していたが、その懺悔
の意味を込めての開催であったという。
しかし、ここで説明された「もんじゅ」「ふげ

ん」の命名の経緯がはっきりしない。経緯のあら
ましは、動力炉・核燃料開発事業団理事長（建設
当時）が命名、その報告を受けた曹洞宗貫首（当
時）が「それは良い」と答えた、ということであ
る（東京新聞 11 ／ 3、中外日報 11 ／ 8等）。私
には、新聞記事からは関与の度合いが読み取れな
かった。貫首が「それは良い」と答えたことはど
んな意味を持っていたのか。仮に、この言葉をも
って電力会社が命名の由来を、日本の由緒ある伝

統教団の「お墨付き」として喧伝したりしていた
ようなことがあったとすれば大問題であるが、そ
のような事実も管見の限りないようである（永平
寺もお墨付きを与えていないと否定している）。
さらに不審なのは、曹洞宗が 11月 1日付けで、
原発の賛否の判断を保留する文書を公表してい
ることである（「原子力発電に対する曹洞宗の見
解について」）。どちらを信用すればよいのだろう
か。
曹洞宗教団の不自然な動きは、教団内部での原

発に対する態度の「揺らぎ」が表面化したものと
も考えられる。この揺らぎは、仏教界全体にも
見ることができる。12／ 1にようやく、国内 59
派から成る全日本仏教会が原発依存を減らすべき
という見解を公表したが（「原子力発電によらな
い生き方を求めて」）、各宗派レベルでは臨済宗妙
心寺派が明確な脱原発の意志を示している（「原
子力発電に依存しない社会の実現」9／ 29）他
には、特に目立った動きは無い。このような混乱
した状況では説得力に乏しい。
比して、キリスト教系の団体からは明確な脱原

発宣言が目立つ（たとえば日本カトリック司教団
「いますぐ原発の廃止を」11 ／ 8等）。そもそも
キリスト教会では 3・11 以前から、被造物への
責任という観点等から原発問題についての議論が
行われていたようである。その準備が明確な態度
となって現れているのだろう。
未曽有の事故に直面して多くの人々が不安に陥

っている現在、心の問題を扱うべき仏教が、いま
だに態度を明確にできず出遅れているという現実
は悲しい。仏教には、豊富な仏典の言葉をもって
今こそ語らなければならないことがあるはずであ
る。せめて、神聖な「もんじゅ」という「戒名」
をあの不名誉な原子炉から取り上げることはでき
ないのだろうか……。一方で、教団にかかわらず
この事態に積極的に取り組んでいる個人僧侶の存
在もあると聞く。仏教界はこの遅れを取り戻せる
だろうか。今後の動きに期待したい。
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子どものころの記憶に「第三の火」。第一の火
は自然の火。電気が第二の火。そして第三の火、
原子エネルギー。
調べてみると、六年生の国語の教科書に載って

いた詩だった（1963 年）。
人間は、広島・長崎で罪もない四十万のたまし

いを消した、おそろしい火を手に入れた。無限の
宝を産むエネルギー。平和のための良心となっ
て、燃えろ、第三の火。（詩の流れを要約）
まさに原子力の平和利用の詩。
アイゼンハワーの国連総会演説「平和のための

原子力」は 1953 年 12 月／第五福竜丸の被爆は
1954 年 3月 1日／日本初の原子力研究開発予算
案上程は 1954 年 3月 2日（6月可決）／杉並で
始まった原水爆禁止署名広まる（3000 万筆超）
／ 1955 年 8月第 1回原水爆禁止世界大会／日
本国民の反核意識・反核運動に対し、米日の政府
は「全人類の福祉のためにその前途は無限に輝い
ている」原子力の平和利用キャンペーンを展開／
「広島こそ原子力の平和利用の優先的権利がある」
とし「原子力平和利用博覧会」（1955 年 11 月～
1957 年 8月）を広島を含む全国 11都市で開催
／「核兵器＝悪」「原子力平和利用＝希望と幸福」
と考える被爆者・科学者・一般市民が激増。「原
子力＝有害」と考える人が 1958 年には 30％に
／ 1955 年原子力基本法制定／ 1966 年日本で初
めての実用炉（東海原発）稼働…という時代に私
は育った。でも、第三の火の「平和利用」を肯定
していなかった…と思う。
教科書会社に就職。地理の統計での、原子力発

電 30％を、その裏を考えることなく、なぜこん
なに高いのかと思っていた。原発で発電を始めた
ら、調整能力はなくずっと一定の発電量を保つ必
要があり、調整は火力などで行っていた結果と
は、思いもしなかった。
先生方向けの冊子を担当していたが、冊子に原

発の記事を載せることに会社は乗り気ではなかっ
た。国境問題と同じく、どちら側に立っているの

特集「私と原発」

「第三の火」を消さなくては
出版情報関連ユニオン　富山裕美

かという目で見られるからだ。
そこで、海外での原発問題に関連させて、日
本の原発の問題点も書いてもらうようにした。
1995 年に再処理後の高レベル放射性廃棄物が
フランスから日本に海上輸送で返還されたとき、
2000 年にドイツ政府と原子力産業界が脱原発で
合意したときなど。でもそこまでにとどまった。
東電福島原発の事故後、ドイツは脱原発に踏み
切った。なぜドイツにできて日本にはできないの
か。
それを教えてくれるシンポジウムがあった。

「原発と憲法─ドイツの脱原発から学ぶ」（第二東
京弁護士会主催）、ドイツ・ブレーメン大学教授
の報告などである。
2005 年のメルケル政権では原発稼働期間を延
長する新政策を打ち出していた（脱原発からの脱
却）。
しかしフクシマ後のメルケル首相の政策転換は
すばやく、3月 14 日、全原発の 3か月の安全点
検を指示、7基の古い原発を停止。政府の諮問機
関「倫理委員会」の勧告に基づき原子力法を改正
した（2022 年には原発全廃）。
なぜドイツは脱原発を決断できたのか。批判
的世論（市民運動は 1970 年代から）、脱原発の
（大きな）政党の存在、原発ではないオルタナテ
ィブな経済活動を用意（再生可能エネルギー。閉
鎖された原発の原状回復の資金は国家が支出）、
国際的にドイツは核兵器を持つことを強要されて
いなかったという要件で実現した。ドイツロマン
主義が想像力をかき立て後押しをした、とも教授
は言っていた。
各人の情報を批判的世論として結集、脱原発の
政治家を増やし、原発ではない経済活動をという
具体的な運動を仕組んでいかなくては、脱原発は
実現しない。原発事故の収束も検証もできないま
ま「安全でない原発」を輸出するという不名誉な
国の市民ではありたくない。
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1995 年 1月 17 日以降、被災地神戸で多くの声
に触れた。「東京に地震が起こらなければ、東京の
人にはこの気持ちは絶対にわからん」「10年過ぎた
からって、1月だけ取材？　こっちはね、365 日毎
日なの！」「あの日に地震があって、それからゆっ
くりとでも復興に向かってると思てるんでしょう。
違うのよ、全然違うの。あの日に終わったものなん
て、何もないの。あの日はね、苦しみが始まった日
なんよ」絞り出された声の届かなかった首都東京
に、私は住んでいる。今また、同じことが繰り返さ
れている。
16年前の震災で、生き残ってくれた人に、「生き
残ってくれてありがとう」というメッセージを社
会として発せなかったことを、ずっと後悔してき
た。「あの日、死んでしまえばよかった」と泣く人、
棄てられたと思った人は多かった。そういう人に、
「いいえ、あなたが生き残ってくれたことを私たち
はうれしく思う」と言えなかったのだ、日本社会
は。今度こそ、後悔したくないと思っている。地震
で、津波で、原発で、すべてを失ってしまった人々
に、あの大変な中を生き延びてくれた人々に、今度
は社会として「生きていてくれてありがとう」とき
ちんと伝えたい。その思いを共有できる社会であり
たいと心から願う。
原発も、東北の置かれていた状況も、社会が置い
てけぼりにしてきた課題だ。「安全神話に騙されて」
という言説には乗らないように気をつけたい。神話
を信じていたのではない。事故の後「騙されていた
ことにした」のだ。わかっていたのに言挙げしなか
ったのだ。するのが邪魔くさかったのか、すると不
利益が生じたのか、そもそも興味がなかったのか、
自分には関係がないと思っていたのか。それらをす
べて「安全神話」のせいにしたのだ。
今、私たちは同じことを繰り返している。原発の
問題は福島が負うべきことではない。沖縄の基地問
題が、沖縄の負うべきことではないように。しか
し、邪魔くさいのか、不利益が生じるのか、興味が
ないのか、関係がないと思っているのか、問題のす
べてに目を瞑って、私たちは日々を暮らしている。
被災地では、いまだ瓦礫のまま、田畑にひっくり返
った車が転がったまま、田圃が浸水したまま、電気
も水も復旧しないところがあるまま、仮設住宅にさ

え移れないまま、原発事故が収束しないまま、放射
能垂れ流しのまま、厳しい冬が来た。
「本当にきれいなとこよ、福島は」「東電さんは、
イベントとかもよく頑張ってくれてねえ」「（避難し
ないことを、子どもが死んでもいいのか、と）人殺
しって言われるのが一番つらい。子ども守りたくな
い親なんて一人もいないのに」「離婚したら避難で
きるんだろうけど……」「あっと言う間にメディア
がいなくなったねえ」「大丈夫っていくら言ったっ
てさ、だれも好きこのんで福島産のものを選ばんで
しょ」「子どもが今年、もう三度目の転校でね、だ
んだん無口になってきて……」
福島の人々の声を聞く機会が何度かあった。恥ず

かしいことだが、私は生の声を聞くことでしか、自
分の怠惰や無責任さから逃れることができない。そ
うやって、忘れない努力をつづけることしか、私に
はできない。人が絞り出す苦しみ、痛みを負う力は
ないが、できるだけ足を運びたいと考えている。現
地に行けなくても、たとえば雑誌『世界』が別冊
「破局の後を生きる」に被災の手記を掲載している。
また『生きている　生きてゆく』には福島パレット
での声が収録されている。可能な限り、現地の声に
耳を傾けたい。
人を変えることはできない。自分を変えること、

自分が動くことしかない。どう変わるか、どう動く
か。拠って立つところは、被災地の声しかないと考
えている。

被災地の声に耳をすまそう
岩波書店労組　山川良子
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ナオミ・クラインの話題の書『ショック・ドクト
リン』～惨事便乗型資本主義の正体を暴く～（岩波
書店）は、面白くもあり、背筋が寒くなる本であ
り、今 99％の日本人が読むべき本である。「ショッ
ク・ドクトリン」とは、戦争やクーデタあるいは大
災害で民衆が茫然自失していることに便乗して、市
場原理主義の社会に改造することをさすわけだが、
東日本大震災とそれに続く福島の核惨事に乗じて、
政府・財界がアメリカと組んで好き放題やろうとし
ている今の日本とぴたっと重なってくる。まさに今
の日本への警告の書である。やつらの思い通りにさ
せてはならない。
戦争やクーデタを使った市場原理主義への改造の
例として、南米、東欧・ロシア、アフガニスタン、
イラクなどがあげられている。
アジェンデを虐殺し、その政権を打倒したピノチ
ェトのクーデタはフリードマンらシカゴ派の理論の
実験場とされた、というよりは民衆をさらに貧困に
追いやり、金持ちがさらに大金持ちになるために、
クーデタが行われた。フリードマンはピノチェトの
アドバイザーであった。
もちろんこのショック療法＝社会改造は弾圧抜き
には不可能である。そのためには人間を白紙状態に
するためのショック療法＝心理学を駆使した拷問な
どが不可欠であった。
クラインはピノチェトの大量虐殺や拷問などの暴
力的やり方は問題にされるが、それと密接不可分の
関係にあるシカゴ派の経済学理論が問題にされない
事を弾劾し、「フリードマンはピノチェトの共犯者
であり、自由市場と無制限テロは調和的な関係にあ
る」と書いた、暗殺された人の言葉を引用してい
る。
そしてウォール街が最賃と法人税の廃止を主張す
れば袋叩きにあうが、同じ主張をノーベル賞受賞者
のフリードマンが行えば科学的に中立性がある雰
囲気が漂うとして、彼を『博士の異常な愛情』の
DR．ストレンジラブになぞらえてさえいる。フリ
ードマンは鄧小平の顧問でもあった。
大災害を活用した例としては、ハリケーンに襲わ

書評

『ショック・ドクトリン』は日本に警告する
『ショック・ドクトリン ̶̶ 惨事便乗型資本主義の正体を暴く 上・下』

ナオミ・クライン著、幾島幸子、村上由見子・訳／岩波書店

出版情報関連ユニオン　取次支部　伊豆野潔

れたニューオーリンズ
や大津波に襲われたス
リランカの例があげら
れている。ニューオー
リンズでは中心部から
低所得者層が追い払わ
れ、富裕層専用の城砦
のような町が作られ、
「災害アパルトヘイト」
と化した。公立学校を
はじめとする公共機関
は民営化され、イラク
で戦争を請け負ったハ
リバートンやブラックウォーターなどが殺到し、つ
ぎ込まれた税金でぼろもうけした。それまで 123
校あった公立学校は 4校にまで激減し、組合員の
教師 4700 人は全員解雇された。
スリランカでは海岸に住んでいた漁民が追い払わ
れ、高級リゾート地に作りかえられた。海岸は建築
禁止であったにもかかわらず、外国資本のリゾート
施設は次々と作られた。そしてこのプロジェクトに
かかる費用は津波災害者のために世界から集まった
義捐金が使われた。津波被害者にはまったく使われ
なかったという。まさに惨事便乗型資本主義！
野田内閣が日本経団連などと手を携え、被災者の
ための復興といいながらやろうとしている「復興特
区」構想＝「法人税免除」「漁業権の民間企業への
解放」「土地利活用の規制緩和」はニューオーリン
ズやスリランカで行われたことと同じように思え
る。
遅々たる震災復旧、格差と貧困の増大、若者の失
業、高齢者の生活苦、という民衆の現状には見向
きもせず、原発の再稼働・新設・輸出、TPP参加、
辺野古おしつけ、消費税増税、年金切り下げに突っ
走る野田政権は、大震災と核惨事に茫然自失してい
ることに便乗しているとしか言いようがない。
一人でも多くの方が本書からクラインの警告に耳
を傾け、立ち上がらんことを！
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史上最悪と言われた 1986 年のチェルノブイリ原
発事故からちょうど 25年目にあたる 2011 年、世
界はそれをさらに上回る事態に直面することになっ
た。東日本大震災によって東京電力福島第一原子力
発電所の 3基の原子炉がメルトダウン、建屋が水
素爆発し、広島型原爆 168.5 個分のセシウム 137
が大気中に拡散したのである。
しかし、私たちの信任を経て実務を掌っているは
ずの政府、経産省原子力安全保安院、それに株式会
社とはいえ公益性の高い東京電力の発表や対応は、
事実を隠蔽しようとする姿勢に終始し、そうした一
切を監視すべきメディアも発表情報と原子力ムラの
専門家の言説を無批判に流し続けた。たとえば、事
故評価の国際基準はレベル 7へと引き上げられた
のは事故発生から 1ヶ月後、文科省の緊急時迅速
放射能影響予測ネットワーク（SPEEDI）のデータ
の全面公開は 1ヶ月超後、東京電力がメルトダウ
ンを認めたのは 2ヶ月半を経てからのことであっ
た。そうした結果として、多くの人々が避け得た被
曝を余儀なくされた。
ドキュメンタリー映画「バベルの塔」はこうした
言論状況のもとで製作された。本作では小出裕章、
安斎育郎、深尾正之という原子力開発に批判的な姿
勢を貫いてきた専門家三氏を中心に、20人に及ぶ
証言者を登場させ、放射能の人体や環境に与える影
響、技術としての不完全さ（たとえば原子力発電と
核分裂生成物＝放射性廃棄物発生の不可避性のメカ
ニズム）を明らかにするとともに、核開発との相関
関係をも浮かびあがらせている。
さらに、核燃料サイクル施設のある青森県六ケ所
村の取材では安全性を誇張するような街の姿を、福
島県の原発事故現場から半径 5キロ圏内への取材
では放射性物質によって汚染された現地の、日常を
奪われ、時間が止まったかのような光景を映像に収
め、歪な原子力行政、地域差別、そして原発事故に
よって引き起こされた現実を訴えかけてくる。

高垣さんによれば、きっかけは 3月 12、13 日の
水素爆発だった。その衝撃から、「映画人 9条の会」
として、まず「2万 4000 年の方舟」（チェルノブ
イリ原発事故の核廃棄物に関するドキュメンタリ
ー）を上映することになった。同時に、日本でも同
じような試みの可能性を探るために、安斎育郎さん
にインタビューし、出版フェスタで渡辺真さんと出
会ったことから作品のイメージが膨らんでいったと
いう。
限られた日数、資金繰りなど、厳しい製作環境に

ありながら、67分という時間の中に全ての問題が
包含され、纏め挙げられている。高垣博也監督や渡
辺真さんをはじめとするスタッフの皆さんの優れた
チームワークと行動力には脱帽させられるばかりで
ある。
事故発生から 9ヶ月が経過し、「安全神話」は完

全に崩壊したと言われるが、今度は「原発事故収束
神話」が蔓延しはじめている。そして野田政権は、
事態は未だに収束せず、広範な地域が長期低線量の
被曝地と化しているにも拘わらず停止中の原子炉の
再稼働を急ぎ、原発の海外輸出を推進しようとして
いる。政・官・財・学・報が一体となって構築した
巨大利権構造＝原子力ムラの強烈な巻き返しが始ま
っている中で、私たちは改めて、「バベルの塔」に
収められているエム牧場をはじめとする現地の人々
の声に耳を傾け、それをいつまでも記憶し続けなけ
ればならないだろう。
私たちは、もはや原子力が「プロメテウスの火」

ではなく、放射性廃棄物という絶対悪を産み出す不
完全な技術であり、人類と核とは決して共存できな
いという事実を知らされることになった。「バベル
の塔」の寓意が現実となった今、求められているの
は合理を万人のものとするために一人ひとりが立ち
上がり、僅かでも動こうとすることだと思うのであ
る。

映画「バベルの塔」、
あるいは歴史のささやかな偶然と必然について

映演労連　金丸研治
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