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「職域奉公」と一国主義を超えて
絓 秀実（文芸評論家）

労働組合の役割が、一義的には、職場環境を改善

し、個々の労働者の生活と権利を守ることにあるこ

とは承知している。私も幾つかの組合に所属してき

たが、その活動は、おおむね、その線に沿って行な

ってきた。しかし、そのような労働運動が、不断に

或る種の難問を内包していることも、また事実であ

る。これは二〇世紀初頭以来の難問だが、三・一一

以降、われわれが直面している核＝原子力問題で、

改めて鋭く問われているように思われる。

言うまでもなく、労働運動は、それが所属する企

業の種別や国家の枠によって、まず規定されている。

出版なら出版の、製造業なら製造業の、ファストフ

ード店員ならファストフード店員の、であり、労働

運動は、その個別性の限界を基本的には脱却できな

い、という考えが一方では存在した。

しかし他方、労働は、自ずと、その限界をこえて

普遍性へと到達しうるという考えもあった。個々の

労働が生産する商品は、それが市場で他の商品と売

買＝交換されることで、その個別性を脱して、普遍

性へと到達し得るというのである。たとえば、ハン

バーガーを作る労働者は、ハンバーガーのことしか

知らないように見えるが、その賃金によって、本を

買い、野菜を買い、電車に乗り、コンピューターを

買う……ことによって、普遍的な視野を獲得してい

くことができる、というわけだ。組合活動の意義は、

このような普遍性へと労働者が到達するのを援助す

ることにある、という次第となろう。「職域奉公」

という概念だと言ってよいかも知れない。

しかし、おそらくは二〇世紀の後半あたりから、

この職域奉公論の限界が見えはじめてきた。たとえ

ば、公害企業の労働者は、最初に、そのような問題

に直面してきたはずである。あるいは、今日、「連合」

も問題にせざるを得なくなってきている非正規労働

者の問題は、早くから、出版労働運動の問題であっ

た。一九七〇年代には、私も下層出版労働者の一人

として、そのことに直面せざるをえなかった。つま

り、組合の職域奉公論を担保してきた市場‐市民社

会が、その機能に失調をきたしてきたわけである。

奇妙なことに、その頃から市場原理主義＝新自由主

義の主張が声高に叫ばれるようになったのだった。

新自由主義によるグローバリズムの主張も、その

主張とは裏腹に、普遍的な（グローバルな？）視野
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から労働者を、職域に一国主義的に閉ざす傾向にあ

ると言ってよいかも知れない。言うまでもなく、新

自由主義は日本においては、第二次産業（製造業）

の海外移転を否が応でも促進し、第三次産業のパー

センテージの増大を目論んでいる。これは、避け

がたいことではあろう。しかし、このことを、三・

一一以降の原発問題とからめて考えてみると、どう

か。

福島第一原発事故は、直接の被災者のみならず、

国民的に、原発や放射性物質についての安全への危

機意識をもたらした。当然のことである。労働組合

が、労働者の生活を守るという視点から、反原発運

動に取り組むのも、まったく正当なことだろう。し

かし、即自的かつ自然なリアクションからの反原発

運動には、やはり限界があると言わねばならない。

グローバリゼーションのなかでは、原発は、もはや

日本一国の問題でさえないからである。社共はもち

ろん、政府与党も自民・公明も、基本的には「脱」

原発で一致している。もはや、日本では公然と原発

推進を言うことは――とりあえずは？――できない

だろう。しかしそれは、野田首相が昨年九月の国連

演説で述べたように、「世界一安全な原発」の海外

輸出とセットなのである。それは、製造業の海外移

転問題ともセットである。

今日の反原発運動――以上述べてきた理由から、

「脱」原発という言葉は使わない――は、一応は原

発の海外輸出に反対とは言うだろう。しかし、それ

は国内原発問題の取り組みと較べて圧倒的に声が弱

いのではないか。だが、グローバル資本主義におけ

る問題は、むしろ原発輸出にあるはずである。反原

発運動は、そこまで視野に入れなければ何ものでも

ないし、おそらく――グローバルには――敗北を余

儀なくされるだろう。反原発は一国主義的であって

はならないのだ。原発問題は、今や「職域奉公」と

一国主義だけではやっていけない組合運動の、今後

のあり方を問う試金石である。

今日の反原発運動の一国主義を象徴するものに、

「唯一の被爆国・日本」という言説の復活がある。

このような言説は、過去の反核・反原発運動のなか

で実証的に否定されてきたものだ。一九四五年の広

島・長崎以前に自国で原爆実験をおこなったアメリ

カをはじめ、旧ソ連、イギリス、フランス、中国等々

は、多くは自国「植民地」で原爆実験をおこない、

多数の被曝者を出している。

ところが、「国民作家」村上春樹は話題を呼んだ

昨年六月のカタルーニャ賞受賞演説で、日本は唯一

の被爆国だから反原発に舵を切るべきだと言って、

大方の喝采をあびた。過去の運動の理論的蓄積さえ

忘れられているのである。村上のような「国民的」

視点は、原発の海外輸出という問題から目を逸らさ

せることにしか貢献しないだろう。もちろん、日本

は唯一の被爆国ではない
0 0

からこそ、原発の海外輸出

に反対すべきなのだ。

私は、「唯一の被爆国・日本」などという虚言が

まかりとおる今日の状況に、何とか介入すべく、『脱

原発「異論」』（共著、作品社）と『反原発の思想史』

（筑摩選書）という二冊を上梓した。もちろん、そ

の介入は言説のみでは不十分であることも承知して

いる。労働運動をはじめ、さまざまな場で検証され

なければなるまい。
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いのちや健康、すべてはそれらあってこそである。
労働組合が原発反対で、何わるかろう。
少々の賃上げをしたところで、生活の根底が崩さ
れれば、私たちのわずかな貯えなんて、すぐ吹っ飛
ぶ。何より、いのちや健康は金では買えない。いの
ちの危険と背中合わせの、豊かな生活なんていらな
いのである。少なくとも、あんな悲惨で深刻な原発
事故のただなかにある今となっては。
岩波労組はこの件で決議文を採択したわけでも、
方針を確認したわけでもない。個々人の問題意識が、
出版企画や具体的な行動として、先に現実を動かし
ている。私はいつも思う。何とすごい人たちと一緒
に働いているのだろう、と。
岩波労組としては、昨年 7月に「さようなら原発」
の呼びかけ人・鎌田慧さんの講演会＆職場の人たち
のトークセッションを開いた。
1000 万人署名の取り組みは、従来の職場回覧で
なく、職制含め一人ひとりに配り、家族・知人も含
めお声かけいただくようにした。職場に回収箱を置
いたが、直接実行委員会事務局に届けてもよいとし
た。要は声が集まればいいのだ。150 人の組合員
数を上回る 221 筆が集まった。
9月 19 日の明治公園での 6万人集会にも参加を
呼びかけた。岩波労組単位での参加でもいいし、個
人や地域での参加でも構わないとした。要は人が集
まればいいのだ。労組としての参加だけでも 40名
を越した。
11 月末には「被災地に行く」という催しが実現
した。被災書店の話（石巻・ヤマト屋書店阿部博
昭社長）を聞き、その後、①七ヶ浜町での住宅解体
ボランティア、②仙台―南相馬―福島のキャラバン
（児童書寄贈、被災された方の話を聞く）の 2班に
分かれ行動した。すでに何度もボランティアに行っ
ている人、営業や編集活動で現地の方と縁のある人
たちが、知恵と力を発揮してくれた。15名が参加。
現場に立つのはやはり違う。ただでさえ難航する生
活再建に、原発事故が重く重くのしかかる。現在、
報告集の製作が進行している。

こんな労働組合は珍しいのかもしれない。会社と
一体の電力会社の労組は話にならないが、出版であ
っても、雑誌なら広告収入、教科書なら国の検定意
見やらを考えれば、きっぱり言い切れない局面があ
ってもおかしくはない。
私自身について言えば、いつも安全圏でその範囲
内での主張しかできていない、と自覚している。だ
って、福島第一原発事故が起きる前は、原発はない
方がいいとは思っていたけれど、それを熱く説く人
の前ではただ分かったような顔をしていた。反原発・
反核の本は、大事だけどなかなか売れないとも思っ
ていた。偉そうなことは言えない。
でも、それでも、大きな政策、大義の前に、個々
の人間が犠牲を強いられることに関しては、敏感で
ありたいと思うのだ。「そんなのは、いやだ」と。人々
から故郷を奪い、子どもらを不安にさらす原発が、
安全な後始末の方法もない原発が、いいはずはない。
労働組合にはいろいろな考えの人がいる。だけれ
ど、一人ひとりのいのちや健康を考えたとき、「原
発はいらない」ということで、大きくまとまってい
きたい。1960 年代の原水禁運動分裂の愚は避ける
べきだ。「社会主義圏の核はよい」と考えたのも、
党や陣営の大義を優先した結果であり、個々の小さ
な人間の幸福は二の次、三の次だった。私はその同
時代を生きていないから、またまた安全圏から発言
する。その対立をそのまま労働運動に持ち込んだ人
たちの責任は重い、と。（ただ、岩波労組では婦人
部が被爆者救援活動という、その対立軸に与しない
活動をつくった）
小さな人間である私たちは、共感できるところで
つながっていくしか能がない。そして、脱原発には
いろいろな動きがあるけれど、いまのところそれが
できている。それは宝である。今後いろいろな攻撃
もなされようが、それを大事にしていきたいと思う。
いのちや健康、すべてはそれらあってこそである。
別に労働組合でなくてもいい。でも、労働組合が原
発反対で、何わるかろう。

「一人の人間の幸福」から考える　　　
岩波書店労組　大山美佐子
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昨年末、野田首相は、東京電力福島第一原発は「冷
温停止状態」に入ったと宣言した。1号機から４号
機の動向に釘づけになり、大気中に漏れ出た放射線
値やその日の風向きを注視していた日々は、遠い過
去のようにも思える。
事故から 10カ月が経ち、関連のニュースも次第
に減っているように感じられる。原発事故は本当に
収束しつつあるのだろうか。事故直後の、自分はこ
れからここで生き続けられるのかという恐怖感を、
もう感じる必要はないのだろうか。私は、一見平穏
な毎日が続けば続くほど、どこかで何かが進行し、
やがて同じ惨事を招くことになるのではないかとい
う気がしてならない。
年明け間もなく開催されたMIC（日本マスコミ
文化情報労組会議）原発問題学習会では、そんな
消え去ろうとしない不安が裏付けられたように思っ
た。パネリストは全国紙の編集委員と、放送局の元
ディレクター。当時を振り返りながら、「パニック
を起こさないようにという思いから、伝えないとい
けないことも伝えていなかったのではないか」、「（取
材規制などの）ルールの正当性について自分の頭で
考えていない。思考停止に陥っていたようだ」との
指摘からは、当初は報道する側も、政府や東電の発
表をただ待つしかない私たちと、ほとんど変わらな
い状態だったことがうかがえる。
けれど子供のころから繰り返し、広島・長崎の惨
事や、終わらない苦しみを聞かされてきた私たちに
とって、事故当時の状況に対してさまざまな疑念が
湧くのはむしろ自然なことだろう。放射線を微量で
も浴びたら、しかも継続的にそうなれば、どんな影
響が生じるのか。原子炉が冷却できない状態が長く
続けば、メルトダウンが起きているのではないか、
と。だから私は、「思考停止」という言葉に引っか
かる。茫然とした末の思考停止ということなら残念
というほかないが、仮に何かの意図の結果だとした
ら、その姿は政府や東電と重なってくる。理由はど
ちらであっても、動かないのなら結果的に同じこと
かもしれないが。

その元ディレクターは、前職場の放送局から声が
かかり、事故後間もない 3月 15日に専門家ととも
に被災地に入った。そして様々な場所で放射線値を
測って、『ネットワークでつくる放射能汚染地図』（5
月 15 日放送）を制作している。その番組を見たと
きは、混乱期にこのような調査活動がおこなわれて
いたことに驚いた。主要メディアに出てくる放射線
や原子力の専門家たちは、みな判で押したように「た
だちに人体に影響はない」と繰り返していたからだ。
事故がいつ収束するかもわからないのに、ひたすら
冷静さを押し付けられているように感じたものだ。
政府発表のたれ流しと言われたメディアが信頼
を回復するにはどうしたらよいか、と学習会の最後
に問われたとき、独自の取材による裏付けをとって
事実を提示すること、政府・東電が言っていること
の検証も含めてそれらを息長くやっていくことが大
事、と二人のパネリストが共通して述べていたのに
は少し救われる思いがした。
事故当時、未だかつてない事故の規模そのものよ
りも、政府も東電も専門家もただ原子炉のゆくえを
見守るしかない、誰も何もできない状況がもたらす
不安はとてつもないものだったと思う。果たして今、
それが払拭されているだろうか。脱原発を言っても、
代替エネルギーは環境に悪影響だ、原発をなくせば
電力不足はまぬがれない、と現実的選択を理由に原
発を残す方向で議論がすすんでいる。メディアや専
門家がスポンサーを慮る現実があるというが、安心
して暮らせる毎日をそのために手放せるものだろう
か。
もうこんなモノ、大事故を引き起こすようなもの
とは共存できない、と思ったあのときの気持ちは、
ふだんは記憶の奥底に埋もれている。何かを見聞き
すると思い出し、まだ一年も経たないのに埋もれさ
せてしまった自分に気づき、落胆する。人は忘れる
もの。だから嫌なことを乗り越えて再生できるし、
同じことを繰り返しもする。でも繰り返してはなら
ないことがあり、そのためには忘れない努力を続け
るしかない。

終わってはいません！
出版労連書記　中嶋朋恵
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福島第１原発から北西に約４ｷﾛ離れた、福

島県双葉郡双葉町前田。昨年 3月 25 日に、大

気中から１立方メートル当たり 310 ベクレル

の放射性ヨウ素 131 が検出されたその土地に、

看護師をしている実姉は住んでいました。津波

の被害は受けませんでしたが、あの原発のため

に今もなお、“薬” のお世話になりながら仮設

住宅で生活をしています。姉の原発難民生活を

綴りました。

　　　　　        　＊

東日本大震災の 3月 11 日、高台にあった家

屋の被害は少なかったのですが道路はズタズタ

になり、消防士・警察の検問などで外出はでき

ませんでした。しかし、なぜか原発事故の起き

た翌 12日の早朝は警備の人影はなく、外出は

自由にできたのです。しばらくして “至急浪江

町に避難を” という緊急町内放送が流れました

が、なぜ避難するのかの理由は町民には一切知

らされませんでした。道路がいたるところで陥

没しているために渋滞がひどく、普段なら車で

30分の道のりが4時間もかかる有り様でした。

地震が起きたとき、姉は、避難先となった浪

江町の病院に勤めていましたので、急ぎ病院に

出勤したそうです。そして 3号機が爆発した

14 日、病院の入院患者を浪江町からすぐに避

難させる指示が出され、搬送のために自衛隊ヘ

リコプターが配備されました。不思議だったの

は、自衛隊員や消防士は防護マスクをした完全

装備でしたが、患者と医師・看護師らは通常の

白衣姿で患者を誘導していました。あとから考

えると、事の重大さを知らされていなかった姉

たちは、いちばん危険な時期の 5日間を、無

防備のまま警戒区域で生活していたことになり

ます。恐ろしい話です。

やがて避難指示が出され、原発難民生活が

始まりました。姉夫婦はまず、実家の山梨に向

けて車で移動しようとしたのですが、途中の郡

山市でガソリン切れになりました。ガソリンを

入手できるまでの１か月間は、「郡山自然の家」

で 200 名の避難民と暮らしました。その後は、

双葉町役場が会津に移転したので、猪苗代湖の

ホテルに拠点を置きながら、山梨で避難生活を

続けたそうです。しかし、山梨には双葉町の情

報が一切入らないことや、望郷の思いが強い義

兄のために、やむなく 9月末からいわき市の

仮設住宅（250 所帯）に入居をすることを決意。

福島の地で “東電” との戦いを選択したのでし

た。そして、今までは自動車の中とペットルー

ムで生活していた、姉を癒やす “愛犬” との同

居も実現することができました。

双葉郡大熊町から会津若松に避難している

姪（姉の娘）のことも、ご紹介しておきます。    

原発難民のその時と今
三省堂労組　大久保徳枝
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彼女は検査で、体内からセシウムが検出されま

した。“被ばく医療健康相談ホットライン” に

相談しても、「医者がいないので…」という返

事しか返ってきません。「お医者さんがいない

健康相談なんてあり得ない！」と姉は怒ります。

「二人目が欲しい」と話していた姪ですが…。

姉は言います「今も情報はテレビと新聞から

だけで、双葉町に貯蔵庫をつくる話も知らされ

なかった。また、身寄りのところに避難してい

た人達も、震災半年後頃から気遣いと情報不足

のためにＵターンし、仮設住宅に入居している。

そんな避難生活を、お酒を飲んで紛らわしてい

る人、離婚の増加など精神的に不安定になって

いる避難民が増えてきていてとても心配だ。私

も夕方になると気分が重くなり、薬に頼ること

もある。“収束” とは、原子炉を封印して放射

能をゼロにし、避難民の今後が見えてきた時だ

と思う」。

そして、「福島の人は怒りを東電にぶつける

ことができるが、岩手や宮城の人達は自然が

相手なので滅入るでしょう。でも、福島以外の

人たちは自分たちの力で立ち直ろうと頑張れる

が、私たちは原発のために先は暗闇だ」と。

東日本大震災の被災者支援をする一方で、人

類史上最悪の放射能汚染から子どもたちを守る

術を考えることも急務だと私は思います。未来

ある子どもたちのために、わかり得るすべての

真実を公表することは、原発事故を起こした国

と東電の責務です。

事故から 25年経ったチェルノブイリ原発で

は、今でも作業員や技術者、研究者が数百人単

位で働き、放射線量を監視し、老朽化した施設

を補修、廃炉作業を進めているといいます。こ

れが “原子力の火は消せない火である” という

真実です。子どもたちを被爆から守り、苦しん

でいる被災者のために、これからも脱原発の運

動を続けていきます。

あの 3月 12日、午前 7時のことである。す

べては、連れ合いの「子供たちをつれて九州に

帰ってくれ」という言葉から始まった。

「なんで？」「原発まずいよ。電源喪失ってい

うテロップが流れたあと、情報がでないんだよ」

「東京まで、どれくらい離れてる？」「爆発した

ら、東京も終わりだし、逃げられないよ」「で

も月曜日、団交が入ってる」「こんな時に、団

交なんかやってる場合じゃないだろう」。

ざっとこんな具合で、連れ合いに押しきられ

るようにして 10時には子供２人を連れて東京

駅に向かい、兄の子供 1人も合流して新幹線

に乗った。東京駅は 11日に帰宅できなかった

人たちでごった返していたが、避難しようとし

ている人の姿を見ることはなかった。

新幹線に乗ってしばらくすると、友人から

電話が入った。「逃げた方がいいよ」「もう新幹

線の中」「自分たちもこれから西にむかう」と。

脱兎のごとく逃げたものの…
桐原ユニオン　豊楊子
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実はそれまで、逃げる必要性に確信がもてなか

ったのだが、友人からの電話に行動の正当性を

得られた気がした。同時に、日頃、家族ぐるみ

で親しく付き合っている近所の友人たちを見捨

ててしまったのではないかと、やましい気分も

してきた。

だから、爆発したわけではないし、絶対危険

だと断言できるわけでもないから「逃げろ」と

は言えないと思いつつ、ともかく自分の考えだ

けは伝えておこうとみんなにメールした。「原

発がやばそうだから、ひとまず九州に帰りま

す」。驚くみんなの顔が目に浮かび、つい「つ

いでに温泉にでも入ってきまーす」という一文

を付け加えてしまった。

やがて明らかになった事態の深刻さを考える

と、起こり得る可能性を小さく見せようとした

という点で、私の一言は枝野氏の政府発表と同

罪であると言えるのかもしれない。最悪のケー

スに至らなかったおかげで、しかも右往左往せ

ざるを得ない一庶民でしかないのだから、私自

身の発言が問われることにはならなかったが。

そして 1号機の水素爆発のニュースが発表

される。西へ西へと向かっている自分たちは「帰

省」でなく、本当に「避難」しているんだとい

う実感がともなってきた。もしかしたら東京に

戻れないかもしれない、とも思った。

九州には、最初に連絡してきた友人一家も避

難してきた。友人もまた仕事のことがずいぶん

気になっていて、そのうえ自分たちだけ逃げた

という負い目に押し潰されそうになっていたよ

うだ。子供を守る責任があるから仕方ないと自

分に言い聞かせてみるものの、東京を離れずに

被災者支援の行動に立ちあがった人たちもいる

わけである。私たちはせめてとの思いから、ひ

たすら友人たちに必要なものはないかと聞き、

電池、トイレットペーパー、マスク、水など

を買って送った。ヨウ素も探し回ったが、これ

は処方箋なしでは手に入れることはできなかっ

た。

戻ってから 2週間ほど経った 3月末になっ

て、最悪の事態はとりあえず脱出したかもしれ

ないと判断し、東京に戻ることにした。このあ

と、どうやって子供たちを汚染から守れるかと

いう先の見えない不安もあったが、私の中で、

何よりも負い目から解放されたいという思いの

方が強かったというほかない。もちろん、行動

しなければという決意も交えて戻ってきたわけ

だが、先に逃げ出したという事実は消えるもの

ではない。私が今、確実に分かっていることは、

負い目を東電・国への怒りに転換し、原発のな

い未来のための行動を起こすことでしか救われ

ないということだ。　
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