
Ⅰ　原子力とはなにか。

　核子数（陽子と中性子を合わせた数）の少ない原

子核（代表的には水素原子核）が融合する際に（核

融合）、あるいは核子数の非常に多い原子核（代

表的にはウラニウム２３５もしくはプルトニウム

２３９）が分裂する際に（核分裂）生ずる莫大なエ

ネルギーのこと。

Ⅱ　宇宙には、ビッグバンや超新星爆発由来の多く

の放射線が充満している。大空に輝く星々の内部に

おいては、超高温状態において様々な原子核の核融

合や、電子捕獲による原子核の崩壊が常時起こり、

ガンマ線やニュートリノを生み出している。ニュー

トリノはほとんど物質と反応しないが、ガンマ線は、

星の内部で物質と反応しながら様々な波長の電磁波

（可視光、紫外線、ガンマ線など）となって星々の

表面から放出されている。電磁波は物質にあたれば、

それを暖める。星々が光るのも、太陽が熱と光をわ

れわれにもたらすのも、この核融合によるエネルギ

ーの放出による。

Ⅲ　地球は誕生してから４６億年経過したと考えら

れている。地球は、かつて燃えていた星が死を迎え

て、超新星爆発した際に撒き散らされた塵が集まっ

てできたものである。その塵には放射性ウラニウム

なども含まれていた。放射性ウラニウムは、地球の

誕生時から今日に至るまで、地球の内部で原子核の

崩壊を起こしながら、地球に熱を与えている。初期

の地球は、マグマの海であり、高温であったが、や

がて水に覆われるようになって、地球表面が冷却さ

れて地殻が形成された。また、大気圏と磁気圏、さ

らにはオゾン層の生成により宇宙からの強烈な放射

線や紫外線が遮蔽され、地表で生物が生存しうる温

和な星になった。

Ⅳ　原子力の利用とはなにか。

　それは、現在の地球上の自然界には存在しない方

法で核分裂をおこさせ、それによって発生する莫大

なエネルギーをなんらかの目的のために利用しよう

とすることである。またその核分裂は、地球上の自

然界にはほとんど存在しない物質を生み出してしま

った。この際銘記すべきことは、その物質が、放射線、

すなわちアルファ線、ベータ線、ガンマ線を放出す

る放射性物質であるということである。強い放射線

もしくは多量の放射線は人間（一般に生物）に致命

的な害を与える。多量の放射線は細胞を破壊し、癌、

白血病、その他の内臓障害を惹起し、死に至らしめ

る。

Ⅳ― A 　原子力の悪用の典型は原子爆弾の製造であ

る。この兵器を使い、核分裂によって生成する莫大

なエネルギーによる高熱によって多数の人々を一挙

に焼き殺し、その際生ずる放射線によって更に多数

の人々を後々癌、白血病、その他の病気に陥れて、

死に至らしめる。この兵器の惹起する惨禍は、ヒロ

シマ、ナガサキの原爆被害によって全世界に周知の
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ことであり、いかなる理由があろうとも、このよ

うな兵器を使ってはならないことは、自明のこと

である。

Ⅳ― B　問題は、原子力の平和利用と称せられる

原子力発電である。これは、核分裂の際に放出さ

れる莫大なエネルギーを利用する、という点で

は、原子爆弾と全く同じ構造のエネルギー利用で

ある。原子力発電とは、堅牢な容器の中で、核分

裂を起こさせ、その際発生するエネルギーを制御

しながら少しずつ利用して、高熱の水蒸気を作り、

これによってタービンを回して発電することであ

る。

Ⅳ― B ―１　この装置が危険極まりないものであ

り、地球上に存在してはならないものであること

は、原子爆弾の使用が許されないものであること

と、まったく同一の理由による。すなわち、

Ⅳ― B ―１―イ　第一に、原子力発電と原子爆弾

は、地球上の自然界に僅かしか存在しない核子数

の非常に多い原子核を用いてエネルギーを生み出

し、それにともなって、強い放射線を放出する核

分裂生成物を生ずる、という点で同じである。

Ⅳ― B ―１―ロ　人間の作ったもので壊れないも

のはない。どれほど頑丈で精巧な発電装置を作ろ

うとも、スリーマイル島、チェルノブイリ、福島

の原子力発電所の事故が示すように、あるいは、

人間の誤操作により、あるいは、建築物の腐朽破

損により、あるいは、大地震、大津波、大噴火な

どの自然災害により、原子力発電所が破壊される

可能性は常に存在する。その時、なにが起こるか。

チェルノブイリでの爆発や福島での爆発の惨禍が

どれほどの範囲に広がり、何時終わるのかが、い

まだに不明であることによって、その恐ろしい事

態は人間にとって現在了解不可能である、という

他はないだろう。このとき、大地、大空、海洋に

散乱して飛び散り、流れ出した放射性物質が、何

年、何十年、何百年、何万年かかって、無害な物

質に変化し、元の温和な自然が生き返るのか。ま

だ、誰にも分からないのである。

Ⅴ　原子力発電所の内部は外界から遮断された密

閉空間である。そこは、地球上の自然界には存在

しないプルトニウムやウラニウムの燃え滓（核分

裂生成物）である放射性物質で充満した地獄界で

あり、これらの多量に残存した放射性物質が放射

線を出し続け、その放射線が物質に熱を与え続け

ている。これらの核廃棄物――放射性物質――を

冷却するために用いられた液体も放射性物質に汚

染された有害物質になる。すなわち、発電のため

に用いられた原子核の燃え滓（核分裂生成物）や

それを冷却するために用いられた液体もまた、自

然界に戻すことができないのである。

　このような核廃棄物の処理の仕方を、人類は考

えずに、どんどん原子力発電を開始し、有害ゴミ

の量を増大させている。これらの有害ゴミが密閉

空間のなんらかの損壊によって海に流出すれば海

洋を汚染し、地中に浸み込めば大地を汚染し、大

空に飛散すれば地球そのものを汚染し、それによ

って、魚や植物や動物や泉や小川が有害なものと

なる。

　放射性廃棄物を固体化し、何千メートルもの穴

を掘って地中深く埋めて捨てる、という考えも生

じている。だが、そうしたところで、これらの廃

棄物が放射線を放出し続けていることには、変り

はない。何万年後に、そこからなにが起こるかは、

だれにも分からないだろう。

　すなわち、原子力発電とは、発電所自体の損壊

による放射性物質の放出という危険に加えて、地

球上に捨て場所のない核廃棄物という危険なゴミ

を限りなく増大させながら、エネルギーを産出し

ようとする装置なのである。

Ⅵ　原子力発電がなくなれば、現代の文明社会を

支えているエネルギーが不足するのではないか、

とか、原子力発電に代わりうる発電装置をどうす

るのか、とか、その場合、経済的なコストがどう

なるのか、とか、そういう問題は、これから、科

学者や経済学者が一所懸命に考えて活路を見出す

べき問題である。

　すなわち、原子力発電は原理的に駄目である。

なぜなら、それは、反自然の行為であり、反自然

の行為は人間自体の自滅に終局するからである。

人間は自然に従って生きなければならない。人工

の反自然エネルギーによる文明ではなく、自然の

エネルギーによる明るく、温和な、そして、質朴

な生活が、人間に本当の生の喜びを与えるのであ

る。

＊本稿における科学的知識は、その主要点を仙台

白百合女子大学準教授原田雅樹氏に負っている。
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　原発問題プロジェクト委員会は、2011 年 3
月 12日の福島第一原発の大爆発から 4か月たっ
た 7月 12日に、「原発に依存しない社会の構築」
をめざすことを宣言した出版労連の特別委員会と
して活動を開始した。2012 年の活動を開始する
にあたって、2011 年の活動を振り返り、今後の
方向性を明らかにしたい。

●フクシマをめぐる現状
　日常を切り裂き歴史を画する核惨事となった東

京電力福島第一原子力発電所の事故の後でも、「電

気料金が高くなるから原発は維持すべき」とか、

今やるべき問題は何かと問題を立てて論じ合うと

「発送電の分離こそ喫緊の課題」といった主張を

する組合員が少なからず存在する。それが現実で

ある、フクシマの後でも。

　野田内閣は 12 月 16 日、放射能禍に苦しみ悩

んでいる多くの人々の不安をよそに、「『冷温停止

状態』となったので『事故収束』」という仮構の「宣

言」を行った。それと前後して、「命どぅ宝」思

想とは真逆の価値観をもつ「経済どぅ宝」派によっ

て、3.11 の風化への動きが進められている。新「安

全神話」をふりまきながら、政・財・官とマスコ

ミ・学界の原発ペンタゴンに加えて労働組合・連

合指導部が一体となって、「経済活動の停滞は避

けなければならない」と原発再稼働と新たな推進

を大合唱している。それだけにとどまらない。外

国の民衆に、死と隣合わせの “危険” の輸出も全

面展開の構えをみせている。

　反・脱原発を掲げた諸運動は、（出版労連を含

めて）全国各地で今なお燃え盛り、必死の活動を

展開している。しかし原発推進派の巻き返しのな

かで、必ずしも十分な広がりを維持し得ていると

は言えないだろう。

●委員会設置・活動の目的
　結成当初の委員会の議論では、日本のみならず

世界を不安と不信のどん底に突き落とした未曾有

の放射能汚染の拡大という現実の前で、本委員会

として福島の子どもたち救援のための諸々の直接

的な活動を起こすべきだという意見や、東京電力

や経済産業省への抗議行動こそ必要、等々の意見

が相次いだ。

　議論を重ねるなかで、直接的な支援を行うこと

はもちろんであるが、同時にそのことを通じて、

原発事故によってあぶり出された日本社会の歪ん

だ構造を正す運動を「出版労連の運動として」担っ

ていくことも決意した。

　「原発」の歴史的・社会的構造を深く分析する

ことで、「安全神話」で洗脳されてしまった制度

や「安全」イデオロギーそのものの持つ問題性、

差別・格差を生み出す構造などをとらえ返すこと

ができると考えたからである。

●原発問題プロジェクト委員会の半年間
　（2011 年 7 月～ 2011 年 1 月）

① ニュース・月刊〈原発のない未来へ〉……ニュー

スのロゴにある〈出版に働くものだからこそ、で

きること〉は、委員会の強い問題意識であると同

時に、この運動に一人でも多くの出版労働者が参

加してほしいという願いも込められている。「今

何をするべきなのか。政府や東電のウソに騙され

ることなく起きている現実を見つめよう」「原発

の再稼働や海外輸出は攻撃だ、ととらえ返す必要

があるのではないか」というメッセージを送り続

け、一人ひとりの行動こそが社会を変える力の源

泉であることを訴えてきた。

　第一面には知識人・文化人からの原稿を掲載し

ており、大変好評をいただいている。ちなみに、

最初にご執筆いただいたのは精神科医の香山リカ

氏であった（バックナンバーは出版労連 HP 参照）。

また「私と原発」と題した、委員の一人ひとりが

思いを綴る連載もある。

出版労連の脱原発運動
〈これまで〉と〈これから〉

原発問題プロジェクト委員会委員長

平川修一
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② 学習会……「出版」にこだわり、出版労連ら

しい・出版労連ならではの企画を考えてきている。

シリーズ学習会「原発と教育」の第 1 回は、昨秋

文科省が作成した「放射線に関する新副読本」の

「服毒」性を明らかにしようとするものだった。

その他、MIC と共催で、原発告発ドキュメンタリー

映画「バベルの塔」上映会を開催した。委員会内

部の研究会として、市民運動（「たんぽぽ舎」など）

に学ぶ取り組みなども行ってきた。

③ 大きな共同と連帯……9 月 19 日の「さような

ら原発」集会への参加を多くの組合員に呼びかけ

た。さらに現地福島で開催された「なくせ原発

10・30 大集会 in ふくしま」への 3 名の参加など、

ほとんど連日開催されている集会・学習会・デモ

などへの代表参加を行っている。

●考え・起こすべき行動へのいくつかの課題
　いまなお東京電力福島第一原子力発電所の事故

は継続中である。フクシマに心を痛めるすべての

人々、とりわけ私たち出版労連の組合員は何をな

すべきか ?!　誤解を恐れずに言おう！「原発」問

題への取り組みへ最大の力を傾注すべきである。

労働組合が取り組むべき諸課題のうちの一課題と

して「原発」問題を諸並列的に取り扱うのではな

く、「優先順位を高く」という意味でもなく、す

べての問題の基礎になる課題として位置づけて取

り組むべきであると考える。こうした根源的な問

いかけから目を逸らさない姿勢に立つことが第一

の課題である。

　原子力開発が国策として進められていったその

政治・経済・軍事的な背景と、今回の大事故の発

生の根拠と事故後の政府・東電、およびそれらを

背後から操る財界の具体的な動きの一切合財を分

析・批判することによって、労働者・国民にとっ

て生きにくい現代日本の諸々の矛盾を暴きだすこ

とができるだろうと考える。そうした立場に立つ

ことによってのみ、出版労連の運動の四本柱でも

ある、平和と民主主義が押し潰されつつある問題

の解明にもつながるし、労働組合運動と組織の弱

体化はいかにして仕組まれてきたか、などを正確

に過不足なく検証できるはずだ。だから深くしつ

こく、「原発」問題には持てる力を発揮して当たっ

ていく必要があると考える。その意味でも、私た

ちの委員会の果たすべき役割は重く、大きいと

思っている。

　第二の課題は、第一の課題を鋭く追究すること

を通じて、出版労連内外に集う労働者・組合員に、

すべての原発をすぐに停止させ、廃棄させる運動

が焦眉の課題であることを呼びかけ、ともにたた

かうことである。

　第三に、労働者・労働組合員の立場にあるもの

として、事故収束のために命を削って被曝作業に

従事している仲間の存在を忘れるわけにいかな

い。そのために「被曝労働と労働組合」をテーマ

として、連合中央や電力総連など原発推進の旗を

振る労働組合の実態を検証する作業も欠かせな

い。それは自分たちが日々行っている労働組合運

動の根っ子を振り返り、確認することにつながる

と確信する。人間らしい働き方を求める私たちの

闘いもまた、理不尽な境遇の中で苦しんでいる多

くの人々への友愛の精神を日々の生活の中で確認

し、育むことを通してこそ豊かで実りあるものと

なる、と思うのである。これらの課題を具体的に

実践していくことを 2012 年の方針とする。

●さいごに
　福島で起きた、人類史上最大にして最悪の原子

力発電所の事故。それは、未だ継続中である。次

のようにも言える。犯罪は継続中である、とも。

いま、それはフクシマと呼ばれる。

　出版労連は、過去さまざまな社会運動に取り組

んできた。時には、「牽引」と呼ばれるような活

動も行ってきた。時には、大きな流れに中に溶け

入るように参加してきた活動もあった。

　未曾有の事故ということだけではなく、3.11

が惹き起こした現実は、私たちの手に余るもので

あった。出版労連で何ができる…何を獲得目標に

して今回の事態に立ち向かう…何度となく自分に

問うた。私自身がそうであっただけでなく、ほと

んどの原発問題プロジェクト委員会に結集してく

れた委員のみんながそうであった。

　経済性を優先させ、万物の生命の尊さには目を

向けない資本の論理と、いまの生命と未来のいの

ちを守ることを行動規範とする労働の論理の闘い

が反・脱原発運動だと気がついた。

　原発のない未来へ、NO NUKES ！
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特集「私と原発」

放射能問題 ―― 二児の父として
山中　邦人（医学書院労組）

　新年を迎えた。これを節目に何事も新たな気持ちで臨もうという姿勢はもちたいが、この正月ほど

「明けましておめでとう」という言葉に戸惑いを覚えたことはない。あの震災から１年が経過しようと

しているが、連日の原発報道からはいまだ改善の兆しが見えない。一方、被災地の報道は「復興」の

話も多くなった。そんなニュースには励まされるが、その陰には、表立って報じられなくなった、過

酷で不自由な面も多々あるに違いない。また私自身、毎日の生活や、日々報じられる震災以外のニュー

スにおされ、無意識のうちに少しずつ、原発や被災地から関心が遠ざかってはいないか、逆にこの異

常事態が「日常」であるかのように慣れてはいないか、とふと不安になることがある。本年も継続し

て現状を見つめ、できることを考え、行動するよう心がけたい。

　この１年の身の回りの放射能に関するトピックといえば、保育園・子どもの話に尽きる。

　わが家には５歳と１歳の子どもがおり、区立保育園に預けている。原発近隣地域に比べれば、東京

の汚染など微々たるものに違いないが、そうはいってもやはり、子どもへの影響は心配でならない。

昨年６月は、首都圏でも暫定基準値を超える放射性物質が食品から検出されたり、関東のホットスポッ

トが話題になっていた時期だった。「近日、泥遊びを始めます」という園の通知を機に、「園庭の土壌調査、

および給食食材の産地等の配慮はなされているか」という趣旨の手紙を園長に渡した。ところが開封

すらされぬまま「区に直接言われたほうがいいかと。他の保護者もそうされているようですし、われ

われは上から言われたとおりにやるだけです」と言われ愕然とした。その後、区にメールを送ったが

２週間待っても返信はなく、催促してようやく回答を得た。丁重な文面だったが「何も対策していない。

今後検討する」という趣旨だった。

　つい先日もちょっとした出来事があった。わが子が「落ち葉には電気工場の毒がついているんだよ」

と、よその子に話したらしい。保育士から「お友達が困惑するので、そういう発言は控えてもらえないか」

と言われた。放射能問題については、家庭によりかなり温度差がある（私には意外だが）。そんな状況

なので、わが子には「友達には言わなくていいから」と説明していたものの、口に出してしまったら

しい。ただ、この問題はわが子が口を慎めば済む話ではないし、幼いながらも友達を気遣って発言し

たのではと想像すると、正直複雑な気持ちになる。保育園の先生方には、子どもの身を守る点では保

護者に近い感覚でいてほしいと願う。また行政には、校庭・園庭・公園などはせめて、土壌調査を行っ

てほしいと思う。その調査がないままでは、安全かどうかの議論すらできず、ただ不安だけが募る。

　放射能問題に関し、一保護者ができることには限りがあるが、東京各区には「放射能から子どもを

守る会」が立ち上げられている。本会は保護者有志で運営されており、自主的に行政との対話なども

行われている。会社の業務と帰宅後の家事・育児で手いっぱいになりがちな私には、ただただ頭の下

がる思いである。そうした活動の成果か、区の全保育園で給食食材の産地が毎日公表されることになっ

た。ほんの小さな進展にすぎないが、保護者らが声をあげなければ実現しなかっただろう。

  「誰かがなんとかしてくれる」ことは、ない。あの原発事故では、有事の危機管理どころか、関係機

関や政府の連携すらとられていないことが露呈した。関係者・市民ともに、「誰かが安全に管理してく

れている」と無関心でいたことが招いた惨事にも思える。子どもたちの安全も、もう人任せではいら

れない。もしかしたら将来、「あのときは心配しすぎた」と苦笑いする日がくるかもしれないが、それ

でもいい。「あのときアクションしていれば」という後悔だけはしたくない。だから今後も、子ども達

の安全を取り戻すために継続して活動しようと思う。
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第一回学習会　「教育と原発」傍聴記
出版情報関連ユニオン　梶山  彰

　さる 12月１日、実教出版会議室において、3.11 福島原発の炉心溶融と爆発事故をうけて８月に正式
に発足した、出版労連・原発問題プロジェクト委員会の第一回目の学習会が開かれました。あいにく雨
模様でしたが 38名が参加し、講師２名の講義をもとに、真剣な学習と活発な論議を行いました。
　まず最初に、委員会の事務局長である郭敬樹さんの、「3.11 以後、私たちを取り巻く空間・時間はすっ
かり変わってしまいました。そして価値観も変わりました。私たちは何をしてゆくべきなのか」という、
プロジェクト委員会発足と今回の学習会の意味を明らかにした開会挨拶をもって始まりました。　
最初の講演は、ユニオン組合員である山田太郎さんによるもので、文部科学省が 10月 14日に新たに
発行した「放射線等に対する副読本」の、主に高校生用のものを対象にして、その意味するものや狙い
などについての分析結果が報告されました。
　「福島原発の事故により放射性物質が大量に放出されてしまいました」というのが、この副読本発行
にあたっての中川文部科学省大臣の挨拶です。何十万もの人々が放射能の下で苦しんでいるときにこの
発言です。山田さんはその無神経・無責任ぶりを怒りをもって告発し、テクストの背後に流れる感覚を、
「これは副読本ではなく “服毒” 本である」と皮肉をこめて喝破しました。
　続いて話されたのは、かつて私立高校の理科の教師を務めていた小林公吉さんです。原子力に関する
教育行政の変遷の中で、放射能に関する正しい知識をどう伝えてゆくか、工夫しながらの手さぐりの教
育実践を振り返るものでした。私の記憶に残っているのは、「かつては物理学の教科書でも、原子力は
最初に爆弾となって現実化したという記述があった」という指摘です。教育の現場で、原子力の持つ危
険性・恐ろしさについて伝えようとする試みが、ささやかであっても行われていたことを、私たちは忘
れてはならないと思います。
　その後の質疑の中で、会場から、現在学校で「放射能対策」と称して行われていることが子供たちを
分断するようなものになっているという事実や、教育が国家の政策に従属していることを具体的に、自
らの経験を交えて明らかにする発言もありました。
　時間オーバーになるほどの活発な議論が行われた後、プロジェクト委員会ではこの古今未曾有の事態
に対して、原発問題をさらに正確に理解するために、いろいろな角度から掘り下げてゆく学習会を継続
的に追求してゆきたいという平川委員長の閉会挨拶をもって終了しました。

参考：副読本掲載サイト
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1311072.htm
http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1311072/index.html

高校生用「放射線副読本」表紙
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　物々しいタイトルの映画である。だが間口が

広く、かつ今後の日本人が避けては通れない原

発・放射能とその意味をだれにでもわかりやす

く伝えてくれる。

　映画は、原発に疑問を投げかける 3人の専門

家、小出裕章氏、安斎育郎氏、深尾正之氏の証

言をつなぎながら、再処理施設のある六ヶ所村

や、出荷できないことがわかりながらも牛を飼

い続ける二本松の牧場主、原発過密地域の美浜

町、除汚作業の福島市での証言などを差し込む

形で構成されている。

　並行して、原発に関する基礎的な事柄も一つ

一つ解説されている。例えば、原発は自転車の

ダイナモを蒸気の力で回すのと原理的には同じ

であること。放射線の危険は癌の当たりくじを

買っているようなもので、線量に比例して癌に

なる確率は上がること。核廃棄物は無毒化する

ことができず、捨てることもままならなくて、

数万年も管理して保管し続けなければならない

こと。再処理技術と核兵器の開発技術は同じで

あることなどなど。

　上映後の高垣博也監督のトークでは映画製作

の経緯やエピソードが語られた。高垣氏はドラ

マなども手がける映画監督である。3.11 直後の

原発の危機的ニュースを見て鬱々とした気持ち

のなか、「自分にできることをしよう」と考えた

ときに浮かんだのが、映画づくりだったという。

そのたたずまいは、戦闘的だったり、芸術家肌

というよりは、普通の物静かな人という印象で

ある。

　だからだろうか、私たちが普段、目を向けに

くいところを丁寧に掘り起こしていく映画だっ

た。このような映画を、ぜひ一人でも多くの人

に見てほしい。できるなら上映会を持ちたい。

なぜなら多くの人が見ることで日本社会が変わ

る可能性があるからだ。1人が 100 歩進むより

100人が 1歩踏み出すのである。

　本作を見ると、大企業スポンサーが支えるマ

スメディアでは伝えられない原発のもう一つの

真実を知ることができる。マスコミは「原発は

不可欠だ。電気のある豊かな生活か、暗くて寒

くて貧しい生活か」という文脈ですべてのニュー

スを伝える。しかしそれに乗ってはいけない。

原発に関わる政策をここで変えなければ、2011

年の悲劇と同じことを繰り返してしまう。無知

なために、数万年単位の廃棄物を半永久的に増

産し続けることになってはならない。

　原発問題から発し、私は大事なことを２つ感

じている。まず、入ってくる情報は意図的だと

いうこと。いま知っていることだけですべてと

思ってはいけない。情報提供者の相手の意図を

推測し、こちらから情報を取りに行くか、発信

者を選ばないと間違ってしまう。マスメディア

によって流布される情報は、スポンサーに都合

のよい情報が選別されている。

　次に、高垣氏曰く「福島では『避難したら非

難される。だから保養に行く』と言う」と。日

本では一億玉砕の思想はまだ変わっていない。

また本作中では、六ヶ所村の女性が「原発は人

口密集地に作らず過疎地に作る法律になってい

る。現代の差別だ。お金の力で過疎地に立てて

いく。賛成反対をめぐって骨肉の争いまで起こ

る。ウランの採掘から傷つく人がいる」と述べ

る。傷つく人を放置して、その上に豊かな生活

を富の集中で維持拡大してやまない社会は、行

き過ぎた新自由主義と軌を一にする不幸の円環

である。これらへの無関心が暗黒社会を生む。

　科学が発展し経済が拡大すれば、問題が解決

し、幸福になる時代ではない。価値判断をして

意図的に技術を利用し21世紀の社会を作るとき

だ。その一歩を本作が果たしている。

100人の 1歩のための「原発告発ドキュメンタリー映画」

『バベルの塔』
図書文化労組　東則孝 




