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チベットと被災地東日本

澤地久枝

チベットで、自由を求める人たちの焼身自殺

が相次いでいる。

渡辺一枝さんはチベットへの関心の深さとそ

のかかわり方で、彼女の右に出る人はないと思

える何年間かを送ってきた。

そして去年、彼女の入国を中国当局は拒んだ。

心がちぎれるほど「チベットの家族」を思いな

がら、チベットは一枝さんの手のとどかないと

ころに位置したままである。

チベットは遠い。だが、現実の距離よりもは

るかにはるかに遠い。鉄道の開通で「便利」に

なりながら、中国当局の政治と、中国人多数の

入りこみによって、チベットは遠い霧のなかに

あるように感じられる。

一枝さんのチベットについての「感想」を、

たとえば新聞で目にすることはない。たまにチ

ベット問題の専門家の意見が載る。しかし、もっ

と具体的な情報がほしい。そのために、一枝さ

んの経験や感想はかならず役に立つと思う。な

ぜ、それが載らないのだろうか。

チベット行きを拒まれたあと、東日本大震災

が起き、原発の事故も起きた。多くの人が出か

けて行ったし、現地からの声が伝えられた。

それでもなお、不十分ではないのか。

国として、これほど大きくかつ深刻な災害は、

かつて起きたことはない。現地の人たちの、「原

発事故がなければ」という悲鳴のような声も聞

く。

ボランティアで災害地へ通っている一枝さん

は、自分の言葉のむなしさを感じた。共感し、

被災者に寄り添いながら、自分の言葉の無力さ

を感じるこの一年だったという。

三月七日夜、セッションハウス・ガーデンで

「福島の声を聞こう」第一回がひらかれた。呼

びかけ人は渡辺一枝ひとり。会を仕切った。

現地で行動を起こした大留さん・吉沢さんが、

自分の言葉で熱をこめて話をした。会場は椅子

席五十弱。ぎっしり詰めかけた男女の参加者に、

ぶつかってくるような言葉だった。

福島県浪江町で牛を飼っていた吉沢さんは、

被曝覚悟で牛の餌を運んでいる。多くの家畜が

餓死しミイラ化し、農家の五人が絶望の果てに

自ら命を断った。

政府は、生き残った家畜について、「殺処分」、

つまり「殺せ」の決定をした。吉沢さんは納得

できない。放たれた牛に餌を運び、三百頭の牛

が元気に生き、子どもも生まれている。

被曝した牛は、経済的価値ゼロ、即「殺処分」

という状況。去年の三月一七日、「浪江町／原

発爆発 14 ｋｍ地点／決死救命を／団結！」の

スローガンを牧舎に書いて、吉沢さんは浪江町

を離れた。そして週一回、モヤシ粕の餌を運び
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いれている。

生きのびた牛たちは、「被曝・除染」の研究

資料として、第三の生きる道を国に認めてもら

いたい。復興に役立てていきたいと吉沢さんは

語った。

人間で「実験」はできない。

被曝し生きのびた牛たちを、生かす道はある

はずと訴え、「希望の牧場」構想をたてた人た

ちが浪江町にいる。

渋谷の駅前でアピールをしているという。近

くに住む私は知らなかった。

八十三歳の女性が首をくくって死んだ話をし

た大留さんは、おだやかな人らしく、静かな声

で話した。しかし、胸元につきあげてくる思い

を伝えようとしていることは、よくわかった。

この夜、福島の声は確かに私たちにとどいた。

この企てをした一枝さんの勇気に感謝したいと

思う。

ひどいことが起きている。

一朝一夕にことがおさまるはずはない。大津

波の被害はひどいものだが、いつかおさまる。

原発事故は「解決」に何十年という以上の時間

を必要とする。

原発をなくす方向、原発さよならの運動に、

熱があって当然の事態が一年間つづき、まだ解

決のいとぐちにも達していない。

政府がなんといおうと、市民の側の意志が強

く出るべきなのだ。

しかし、たとえば「原発さようなら一千万人

署名」は、三月現在で約五百万筆。署名を求め

ると「それは、できない」という人があるという。

チベットと被災地東日本。共通してあるのは、

マスメディアの方向にしたがい、「沈黙は金」

と思い、「技術大国としては」などの意見をの

べる市民がいること。

「そのとき、メディアは何をした？」 と言われ

るときがやがて来る。

態度表明の保留のみならず、「やはり原発は

必要じゃないか」という声。被災直後には、「原

発のない日本のみじめさ」を声高にいう人たち

がいた。そして、時間がたち、衝撃が薄れ、記

憶の「鮮度」が落ちるのに便乗して、必要悪

としての原発の意義を考えはじめた人たちがい

る。

日本の人口約一億三千万。十人に一人が署名

すれば、一千万人をこえるのは容易だった。そ

れが、この一年間に五百万にとどまっているの

は、なぜなのか。

これが日本の（日本人の）ひとつの現実であ

るのなら、その現実にメスを入れるべきではな

いのか。

マスメディアには、その役割がある。

署名しなかった人たちは、この署名運動を知

らない場合もある。大いにあり得る。メディア

はこの運動をほとんど無視したのだから。なぜ、

この本源的なことへのかかわりがないのか、私

は了解不能である。

悲しい話、美しい話。被災の実話をマスメディ

アはよく伝えている。しかし、何が本質であり、

どんな取り組みがなされているのか、その「分

析」にエネルギーがさかれることはないのでは

ないか。

除染も必要だが、削った放射能汚染の土を始

末する方法を、私たちは持っていない。「南京

事件」を否認した名古屋市長は、中国の現在

の問題として、少数民族の受難など考えもしな

かったらしい。それをつなぐ役割は、マスメディ

アにあるのではないか。
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将来世代に安心と安全を手渡すために

出版労連中央執行委員長　大谷充

「復興の道筋がついていない」90％超、「元の

暮らしに戻れるのは 10 年より先」80％弱、「原

発事故のあと、福島に住んでいることでストレ

スを感じている」80％（３/ ６付「朝日新聞」、

福島県民の意識調査から）。「福島県の人口が

30 年後に半減」（同、学者の予測）。

季節がひと巡りして、「あの日」から１年が

経過した。にもかかわらず、復旧・復興の歩み

が遅すぎる。というより、だれも望みはしない、

あらぬ方向に強引に引っ張られている。

官製の「収束」が勝手に宣言された。被災地

では、仕事が見つからないままに失業給付切れ

を迎える人が増え続け、がれき受け入れ先の手

は挙がらない。記録的な寒さといわれたこの冬。

被災者の身や心には格段に寒い冬だった。「春」

はいつ訪れるのか。いつ届けられるのか。

＊

年明けのテレビ放送で、代表作『男はつらい

よ』で有名な山田洋次さんの映画監督生活 50

年を記念する特番があった。氏の作品と、映画

の舞台となった各地の映像、自らや出演女優た

ちとの語りを通じて、日本（人）の半世紀をふ

り返り、激動の現代史を綴っていた。

監督歴 10 年前後、一貫して日本を見つめ続

け、着々と地歩を固めつつあった 1970 年代初

頭の作品が紹介されていたところ、画面がある

「建物」に切り替わった。テロップが「福島第

一原発（１号機）営業運転開始」を示した。瞬

間、山田監督のつぶやきが重なる。「うかつだっ

た……」。

スクリーン上で世相・社会を追いかけ、その

背景・意味を真剣に訴えてきた氏の自負が吐か

せた、ため息のように聞こえた。

＊

私の郷里には原発がある。日本で唯一、県庁

所在地にあり、県庁、市役所、警察本部など「心

臓部」が半径 10km の円に包まれる。私は高校

卒業後上京し、今は父と妹が住み、盆と暮れ・

正月に帰省する。

原発の近隣には公園、グラウンドなど、広く、

立派で、平和な施設がある。「見返り」の一部

である。二人の子どもが幼いころ、帰省の折に

家族で遊びに出ることが何度もあった。国内外

で様々なトラブル・事故が起きていたが、思い

がいたらなさすぎた。無知だった。

当地で、今春から愚息の新生活がスタートす

ることになった。

＊

消費税増税、社会保障、TPP など、今後の私

たちの生活を脅かす俎上の難題が数多い。その

中に「秘密保全法」がある。政府が国会への法

案提出を目論んでいる。権力者に都合の悪いこ

とは例外なく機密とされ、知る権利や取材は風

前の灯となってしまう。「原発情報」は都合の

悪さの最たるものだろう。隠蔽、ごまかし、や

らせなど負の歴史の数々が証明している。　

未来の「教科書」に次のように記されるよう、

犠牲と後悔を繰り返さないために、不断の努力、

やれることを続けていきたい。

―かつて大震災・大津波と、史上最悪とい

われた原発事故があった。先代たちは、とてつ

もない借財を背負って生きていくことを宿命づ

けられた。一定の時間を費やしたが、心ある人

たちの粘り強い行動で、人知が及ばないもの、

到底制御できないものには頼らない社会を築く

ことができた。人間社会にあって矛盾や対立は

絶えないが、少なくともそういう「合意」を手

にすることができた。そして被災地の復興が、

だれにも実感できるようになった。日本国憲法

とその精神の具体化に他ならない。ブームや偽

りでない、真の「絆」の積み重ねが実を結んだ。

この安心・安全をもっと大きく、確かなものに

するため、「３・11」を風化させない、忘れな

い努力が私たちと次代に求められている―
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〔＊本稿は 2012 年 2 月 16 日開催「出版労連臨時大

会」での討議において、「原発問題プロジェクト委

員会」より発言した要旨をまとめたものです。〕

3.11 から 11 ヶ月がたちましたが、いまだ原

発事故は収束しておらず事態はますます昏迷を

深めています。それとともに、私の周囲でこの

11 ヶ月の間に起きたことといえばやはり、悲

しみや怒りを共有できるはずの仲間と心理的に

分断されたことでしょうか。

事故直後は、よくも悪くも話題にできていた

原発ですが、節電の夏が過ぎ、秋となったあた

りから潮目が変わってきました。原発の話題を

口にする際には、その場にいる人が推進派なの

か反対派なのか、反対派といってもどの程度の

反対派なのかとかく配慮しなければならないと

感じるようになりました。なぜ原発に反対なの

か、その根拠は何か、そのデータは科学的に正

しいのか。怖いデータで不安を煽ってほしくな

い。政府や科学者の先生は安全だと言っている。

穏やかに暮らしたいから原発のことは聞きたく

ない。過激な原発反対派に乱暴な言葉で脅され

て傷つけられた。だからといって、東京で無関

心に暮らしていていいのか。でも原発反対と大

騒ぎすることが、福島をかえって傷つけている、

などなど。

さまざまな考えを持っている人がいて、その

多くは善意から発せられるものであり、自分の

意見と異なっていてももちろん否定はできませ

ん。しかしこうした分断、話し合ってもなかな

か解決できないとまで思われる深い心理的分断

が、日常生活のそこここに溢れているように思

います。これこそが、原発のもつ真の恐ろしさ

なのではないでしょうか。

私たちが本来もっている自然な感情、「水を

飲み、食事をし、休日には友達や家族と山や川

に遊びに行く」。そうした当たり前の欲求を困

難にする原発に反対表明するという自然な反応

に対し、まるで暗に説明責任を問われるような

状況、不安なのにその不安さえも共有できない

状況は、本当にストレスフルです。

＊

このジレンマをより深刻にした事態が、被災

地の教育現場でも起きています。東京新聞の２

月７日の記事「放射線教育どこまで踏み込む　

被災３県悩む教師」を紹介します。原発事故の

悲惨さや放射線の危険性を児童・生徒に伝えた

い一方で、住む場所や家族・友達をなくした子

どもたちに精神的追い討ちをかけるのがつらい

という、いわば教育の使命感と、思いやりに揺

れているニュースです。教育現場は苦しんでい

ます。出版に働く者として、そうした現場を理

解し、支えることも大切ではないでしょうか。

＊

さて、こうして委員会の代表としてお話しし

ていますが、自分にとって、原発にNOを言い

続ける原動力となる怒りをいつも一定以上持続

し続けなければならないのが正直しんどい時が

あります。怒りのテンションや、情報収集のた

めのアンテナを張り続けることは本当に疲れま

す。しかし、しんどいからと言って、この運動

から下りることはできないのです。

高橋哲哉先生も言われるように、原発は４つ

の犠牲―①ウラン採掘、②原発受け入れ、③原

発労働、④高濃度廃棄物の受け入れ先―を伴い

ます。原発を許すことは、そうした搾取や過酷

な労働実態を許すということになり、今春闘方

針案の柱である「ディーセント・ワーク・フォー・

心理的分断とジレンマに心折れることなく、原発反対の強化を

医学書院労働組合　伍井さゆり
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オール」に反します。原発反対を表明すること

が、ひいては社会全体のディーセント・ワーク

実現につながることを信じたいと思います。

＊

現在、日本で動いている原発は 3基だけです

（2 月 16 日時点。現在は 2 基のみ）。でも停電

は起きません。電気は足りています。4月まで

に残りの原発も定期点検でストップし、原発稼

働ゼロ実現ももうすぐです。しかし政府は理由

をつけて再稼働に持ち込もうとしています。今

朝テレビを観ていて人気のアナウンサーが「春

には最悪、残り 3基の原発が止まります」と言っ

ているのを聞きました。原発が止まること＝経

済の衰退を前提にしているようです。本心から

なのか、スポンサーの意向なのかはわかりませ

ん。ともかく、再稼働の動きを決して甘く見て

はいけないのです。いまこそ、原発反対の取り

組みを強化し、民主的な努力により、将来への

不安を少しでも摘み取ることが重要なのです。

安心して暮らせる未来は遠いかもしれません

が、なんとか頑張って行きましょう。

フィクションの嘘と現実の嘘

出版労連中央執行委員　松永彩子

震災から 1年目の 3月 11 日。追悼と脱原発

の「3.11 東京大行進」と「国会囲もうヒューマ

ンチェーン」の 2 つの行動に参加した。14 時

46 分の黙祷後に日比谷公園から順次出発した

デモ行進は、東電本社前などを通り 1時間ほど

歩いて出発地点辺りに戻ってきたが、これから

出発するデモ隊に遭遇、それほど大勢の参加者

だった。その後国会議事堂へ集まり、18 時頃

に国会議事堂を囲む人間の鎖がつながった。横

断歩道は止まるなと警備されていたが、青信号

の間に横断歩道にも人がつながった瞬間、皆が

思わず歓声をあげ、つないだ手を掲げた。夕や

みにキャンドルの灯りがにじむのを見ながら、

「原発なくそう」というこの多くの願いが、ど

うか実現するようにと祈った。そして、一緒に

こうした時間を共有できる友人がいることに感

謝した。

一方で、来年の 3.11 を思った。原発は停止

できているか、再稼働しているか。同じように

多数の人が集まって脱原発を訴えているだろう

か。「記憶を亡くした日本人」にはなるまい。

私は決意した。「記憶を亡くした日本人」とは、

野田秀樹『南へ』という芝居の台詞だ。昨年の

3.11 に観る予定が地震で休演となり、チケット

を取り直して 10 日後に観たのだった。なんと

火山、地震の話で、危機管理のできない火山観

測所を舞台に噴火の予測を嘘だデマだと繰り広

げられる芝居が、現実の原発震災と重なって見

えた。天皇制や戦争、報道の有り様など、観客

に色々なことを想起させる事柄が盛り込まれ、

一口には説明できない作品であるが、その中で

特に「記憶を亡くした日本人」という台詞が、

強く残った。

放射能汚染や放射性廃棄物の問題を考えて

も、脱原発の運動は、これから長い闘いになる

だろう。脱原発実現までの間には、人々の関心

をひく別の様々な事柄が起こるだろう。その時

に、原発災害の記憶を亡くすことなく、脱原発

を実現させるまでねばり強くありたい。

チェルノブイリ原発事故の後は日本でも反原

発運動が盛り上がったという。人々の関心がや

がて低下するなかにも反原発運動を続けてきた
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人たちがいる。原発問題プロジェクト委員会で

「たんぽぽ舎」の方に話を聞いたが、20 年以上

も継続して反原発運動を進めてこられたと知っ

て、頭の下がる思いだった。出版労連では、毎

月 6日または 9日に街頭で核廃絶を訴える「69

行動」を行っていて、1979 年 12 月 6 日に始め

て以来、300 回以上を数えている。こうした取

り組みに学びたいと思う。

＊

最近思い返す芝居がもう 1つある。つかこう

へいの追悼公演となった『広島に原爆を落とす

日』だ。つかの芝居は上演毎に内容が大幅に変

わるので、これは私が観た 2010 年夏公演版の

話である。

真珠湾攻撃も戦艦大和を沈めたのも、原爆投

下のボタンを押したのも、犬子恨一郎という誰

よりも大和魂をもった、出生の秘密をもつ朝鮮

人の男、という荒唐無稽な設定ではある。その

原爆投下の裏には、日米政府が交わした「密約」

があったという話なのだが、戦後米国 51 番目

の州ではなく独立国として体面を保って繁栄し

てきたその裏には…というのが、対米従属的な

日本の有り様をついた作品だと思うのである。

原発災害を機に国の情報統制の動きが加速化

していると感じているが、その中でも強く懸念

しているのが「秘密保全法制」整備の動きであ

る。防衛・外交・秩序維持に関わる事項を特別

秘密に指定し、漏洩等を厳しく処罰するという

ものだ。本法制の背景にも日米軍事の一体化に

伴う米国の要求があることを弁護士や研究者ら

が指摘している。

秘密にされるのは、私たちの生活全般に関わ

りうる。原発に関して言えば、ただでさえ事故

や放射能汚染の情報は危機を煽り秩序を乱すと

して隠され、意図的に過小評価されてきた。震

災翌日に保安院の中村審議官が「（1号機の）炉

心の中の燃料が溶けているとみてよい」と発表

して更迭されたが、真実を話していたわけであ

る。秘密保全法のない今でこの状況なのだ。つ

か作品の密約はフィクションだが、沖縄密約事

件（外務省機密漏洩事件）を思い起こそう。国

は犯罪的な嘘もつくのだ。

ところで、つか作品には時折、東海村 JCO

臨界事故などの原子力問題が登場する。もし福

島の原発災害を見たら、彼はどんな形で作品に

描いただろうか。

「さようなら原発 1000 万人署名」 は

5 月末まで継続することになりました。

（出版労連からは 2120 筆の署名が集まっています。2012/3/24 現在）
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『福島原発行動隊―今、この国に必要なこと

―』（山田恭暉編著・批評社、2012 年 1 月）を

読んだ。3.11 直後の４月初旬に、山田恭暉が呼

びかけをした退役技術者などによる原発事故収

束行動隊である。メディアを通じて「シニア決

死隊」として注目を集めた。多くの人がジリジ

リとし、なんとかならないかと思っていた時、

「俺たちがやる」と名乗りを上げたのがこの人

たちだ。

被曝は覚悟の上だ。技術的知識や経験もある。

若い人たちを被曝の危険にさらすわけにはいか

ない。自分たちの残りの人生はそんなに長くは

ない。放射線被曝の影響が自分の体に出る前に、

自分たちは人生を閉じるから、命を賭けて、人

類史上最悪の核惨事の拡大をおさえ、安定させ

るために挺身するというのだ。こういう人たち

の存在を知った人たちは、驚き、ある種の感動

を覚えた。立派だ、と。私もその一人である。

この人たちは、正式には「一般社団法人福島

原発行動隊」と称し、山田恭暉が理事長である。

原則 60 歳以上の退役者による福島第一原発事

故収束のための作業志願者隊 644 人と賛助会員

1651 人からなっている。山田恭暉（呼びかけ

発起人）は、1939 年生まれの 72 歳。60 年安保

時、社学同副委員長の肩書をもち、東大工学部

を卒業後、住友金属工業㈱で働いたという経歴

だが、原発行動隊は、思想信条や政治的立場は

問わないのだという。「原発行動隊自身は、原

発の良し悪し、問題点の有無についての議論は

一切しないというふうに方針を立てた」（山田）

そうだ。そのためか「共感するのは、『若者の

代わりにシニアが仕事をする』以外の理念につ

いては論議しないというシンプルな点です」（時

田恵一郎大阪大学准教授）という声も多い。そ

れゆえ、志願者は理系出身の技術者が多いが、

元自衛官、牧師、企業経営者もいる。議論を封

じていいのだろうか、と私は疑問に思うのだが。

残念なことに、原発行動隊はまだ活躍の機会

を得ていない。「政府・東京電力に対して再三

の申し入れ、提案を行っているものの、それに

対する正式な回答はいまだにない」という。

この本の見どころは、志願者隊員や賛同者が

経歴と実名（一人だけ匿名の医者がいるが）を

明かして、綴った「遺言書」ないし「決意書」

ととれる 1000 字程度の短いメッセージである。

いったいどのような思いで志願したのか、賛同

したのか興味深い。 「罪滅ぼしを、少しはした

いという思いで行動隊に参加した」（高多亨・

元私大職員）。「孫や曾孫が歴史で福島原発の大

事故について勉強したとき、『うちのジージも

この事故収束に参加した』と思いだして欲しい」

（笠原嘉幸・元機械会社社員）などなど。

脚本家の清水喜美子は、ボツになった映画の

脚本を紹介する。マイホームの購入で崩壊した

家族の再生の物語だ。再び家族が一つになって

ピクニックを楽しむ、その最後の最後のシーン

に「原発で大事故発生」のラジオニュースを入

れたのだ。平穏で幸せな日常も、原発で大事故

が起これば、たちまちすべてが壊されてしまう。

そのことに気づいて欲しいと。チェルノブイリ

から二年後に書いた脚本だ。映画化されていた

ら観てみたかったと思う。

もう一つ映画を紹介していたのは、森哲雄（元

機械会社社員）である。米映画『始めか終わりか』

（1950 年）で、広島に原爆を投下後、被曝死し

たマンハッタン計画の技術者の言葉を乗組員が

思い出す。「我々は何を造ったんだろう。これ

は世界の始まりだろうか終わりだろうか」と。

昨年公開された『100,000 年後の安全』の「人

類が最後に見付けた火は、点けることはできま

すが消すことはできません」と。森は、「原子

力工学と政府と産業界には、この二つの映画の

問いに答える責務がある」と、怒りを込めて突

きつけている。

シニア決死隊いまだ待機中

出版情報関連ユニオン　小山比路志 

書評



8

����������������������

�113-0033 �������� 4-37-18
������� 2�

TEL�03-3816-2911 FAX�03-3816-2980
E-mail�sakai@syuppan.net�������
URL�http://www.syuppan.net/

�MIC�������������������

���������������

������������������

������������������

���� �������������� ���������������������

��������������������������������������

���������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������

���������������������

� � �� �������������
��

��������������������

��������������������������������������

���� �������������������������

��� � � �� ��������� ��

�������������

�����
��

�����������

������

� � � � � � �


