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近代日本を貫く 「排除のシステム」 について

恵泉女子大学教授　武田徹

３１１を経て改めて思い知らされたことがあ

る。筆者は過去に満洲国を舞台に日本人の国家

観を描いた『偽満洲国論』、ハンセン病隔離医

療史を扱った『隔離という病』、そして戦後日

本社会史について原子力技術受容過程を縦糸と

して論じた『核論』という３つの作品を上梓し

てきた。満洲国、ハンセン病、核――、テーマ

が散らかっていると周囲からよく言われた。そ

れに対して自分では一貫性を主張してきた。三

作全てを通じて他者を排除する共同体の問題を

扱って来たのだ、と。たとえば満洲国の五族協

和の理想がいかに絵空事に終わったか。ハンセ

ン病者を隔離療養所に強制収容したメカニズム

はいかに機能したのか。そして原発もまた過疎

の地方に押し付けられたリスク源に他ならず、

ハンセン病者たちを療養所に追いやって忘却

したように、原発が存在していることすら忘れ

て豊かさを享受して来たのが多くの戦後日本人

だったのではないか。

しかし、福島第一原発の事故が起きて、妙な

言い方になるが、自分自身の指摘の正しさに

改めて自分自身が驚かされる屈折した経験をし

た。たとえば津波によって全電源を失った福島

第一原発サイト内にもしも 6基もの原子炉がひ

しめき合っていなければ、事故対応のリソース

を集中できてもう少し事故を小さくできていた

かもしれない。では、なぜ 6基もの原子炉がそ

こにあったのか――。

推進側にしてみれば 70 年代以降の反原発運

動への逆風の中で新規立地の獲得は難しいが、

それでも運転コストが（最終処分などまで考え

なければ安い）原子力発電の発電量を増やした

い思惑があった。そこでサイト内に増炉する方

法が選ばれる。そうすれば新規立地を獲得せず

にも発電容量を増やせるからだ。これは原発由

来の交付金や固定資産税が頼りで、もはや原発

なしではやってゆけなくなっていた立地地元の

実情にもマッチしていた。最初の原発建設から

時間が経ち、固定資産税が目減りした自治体の

中には町議会で増炉を求める議決をすることも

あった。

つまり原子力推進側と反原発運動側が対立す

ることでサイト内増炉という方法が選ばれ、結

果としてリスクを高めてしまっている。こうし

た事情を『核論』の中では推進派と反対派が対

立することで、リスクを減らす最善の解が選べ

なくなる「囚人のジレンマ」状態に喩えた。福

島第一原発もその例外ではなく、そうした状況

の中で、事故は起こるべくして起き、被害は大

きくなるべくして大きくなった。

そして事故後には脱原発運動の大きなうねり

が生じる。しかし既に立地の事情に触れたよう
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に、原発は過疎地を生み出すことなしに近代化

を進められなかった日本の社会構造に深く根を

下ろしている。もちろん現時点では立地地元で

も原発リスクに青ざめているので脱原発の声が

高い。しかし立地地元が本当に脱原発を果たす

には、原発なしに地方が発展できる方法が検討

されるべきだが、そうした必要性は脱原発論の

中で議題化されない。

今、多くの人々が気にしているのは、いかに

被曝の危険を遠ざけるかだ。たとえば震災で発

生したがれきを広域処分する要請も、もしかし

たら線量を帯びているかもしれない可能性があ

る以上、受け入れを拒絶しようとする自治体が

少なくない。

確かに低線量被曝の影響は解明されておら

ず、万が一に「何か」が起きる可能性はゼロで

はない。だからあらかじめリスクを遠ざけよう

とする。それは「予防原則」に従う選択だと言

える。だが、それはかつてハンセン病者を怖れ、

隔離政策を大衆社会が支持したのと同じ構図で

もある。

誤解なきようにしたいが、低線量被曝に危険

はないと言うつもりはない。それは感染率、発

病率の極めて低いハンセン病といえども、絶対

に伝染しないとは言えないのと同じだ。絶対の

安全はない以上、不安や恐怖を感じる心情は自

然だと思う。しかし、伝染する可能性がゼロで

はないというところから始めて、ならばリスク

源の排除や強制隔離もやむなしと短絡させてし

まうと、ハンセン病隔離の酷薄な歴史は何度で

も繰り返されよう。

そんな轍を踏まないためには「リスクと共に

生きる矜持」を社会が担う必要がある。といっ

ても感染リスクにただ耐えろと言うわけではも

ちろんない。他者を感染から守るべく自ら隔離

施設に赴く人のために、様々な保障制度を用意

して隔離による人権侵害を最小化する。しかし、

それでも市中に留まる感染者もいるかもしれな

い。そこで未感染者の側が感染を避けるべく万

全を尽くし、リスクゼロに出来るだけ近づける

自助努力も絶対に必要だ。そして万が一の感染

可能性が現実化した際の被害を最小化できるよ

うな検査や治療体制の整備も恐怖心を鎮めるう

えで有効だろう。そうした対策を充分に取った

上で、感染者を強制隔離するような残酷な社会

よりも、敢えて僅かな感染リスクと共生できる

社会を選びたいと多くの人が考えるようになる

――。そんな境地に至らない限り、「隔離とい

う病」から私たちは逃れられないと書いた。

しかし、福島の原発事故は私たちの社会がそ

うした共生の作法から程遠い位置にあることを

露呈させた。福島からの避難者が差別を受けた

話も耳にした。冒頭に紹介した 3つの作品を書

いたのは、日本社会は恐怖心を差別・排除に

直結させずにソフト・ランディングさせる技術

を未だに修得できずにいるという問題意識から

だったが、３１１を経て改めてその正しさが実

証され、「それみたことか」を勝ち誇る気分に

などとてもなれず、激しく動揺している。それ

は自分の分析通りにならない可能性に、実は自

分自身が誰よりも強く期待していたからなのだ

ろう。とはいえ、いつまでも動揺しているわけ

にはゆかない。差別・排除のメカニズムをいか

に解体するか。今度こそ確実な方法を求める模

索に踏み出さなければならない。こうして福島

の事故は『核論』後にも自分の手掛けるべき仕

事がまだ残っていることを示してくれたのだと

思っている。

3.11 一周年報告 in 郡山

原発問題プロジェクト委員会　山川良子

「真実は隠されるのだ。国は国民を守らない

のだ。事故はいまだに終わらないのだ。福島県

民は核の実験材料にされるのだ。莫大な放射性

のゴミは残るのだ。大きな犠牲の上になお、原

発を推進しようとする勢力があるのだ。私たち

は棄てられたのだ」
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この、福島の武藤類子さんの言葉からはじめ

たい。この言葉を受け止めるのは、私たち一人

ひとりだったはずなのだ。つまり、私たちは真

実を隠してはならない。真実を隠す報道を許し

てはならない。真実を隠す政府を許してはなら

ない……。むろん、ことは原発にかぎらない。

にもかかわらず、いま、私たちはどこに向かっ

ているのだろう。

3月 11 日を福島県郡山市で迎えた。「原発い

らない！ 3・11 福島県民大集会」である。当初、

「鎮魂の日なのに被災地で大騒ぎをするなんて、

何を考えているんだ」という批判はネット上に

も多くあった。それでもなお、なぜ福島に行く

のか。答えは単純だ。今、福島は全国の都道府

県で唯一、県議会レベルにおいて全会一致で「脱

原発」を宣言している。普天間移設反対を沖縄

県議会が全会一致で可決しているのと同様に。

それは、現実の苛烈さに晒された被害者として

の実感から生まれる、議論の余地のない要求に

他ならない。その福島で 311 に脱原発集会をす

るという。全都道府県の人に集ってほしい、と

いう。紆余曲折あったようだが、結局、県民集

会となった。躊躇のあるはずもない。「私たち

は棄てられたのだ」という声に対して、「けっ

して棄てない」とどんな形ででも意思表示した

かった。

会場となった開成山球場は人がいっぱいで外

野に通されたが、座った外野は除染されておら

ず、一行の一人が持参したガイガーカウンター

で毎時 2・2～ 2・5マイクロシーベルト。この

数字にもしも「え？」と一瞬でも思ったら、そ

こで暮らす人々のことを考えてほしい、と思う。

そこで暮らす人々を「核の実験材料にさ」せて

はならない。棄ててはならない。それは被災を

免れた者の責務ではないのだろうか。昨夏、東

京の講演会で子どもの被曝を心配するお母さん

に、肥田舜太郎医師がこう語りかけていた。「あ

なたの子どもと福島原発のあいだにいる、数

十万の子どもたちすべてに対して、あなたには

責任があるのです。原発を放置してきた大人た

ちの一人である、あなたには」

前日の 3月 10 日から開催されていた「原発

いらない地球（いのち）のつどい」（主催は脱

原発福島ネットワークやハイロアクション福島

など多数）から参加した。放射線を知る、チェ

ルノブイリの様子を知る、補償のための法制度

を考える、被曝労働を考える、など両日とも多

くの有益なプログラムがあったが、もっとも重

く心にずしりときたのは、福島の方々の実感の

こもった言葉だった。

「10 基もの原発をつくり続けた 40 年間を福

島県民として反省すべきだ。しかし私達は 1年

でここまで来たことに胸を張っていい。子ども

に顔向けできない人間でありたくない」「＜が

んばろう日本＞ではなく＜変わろう日本＞では

ないのか」「戦前、東北の農民は、兵士として

戦地で命を落とし、戦後、高度経済成長のもと、

高速道路に新幹線にビルの工事に、私たちのオ

ヤジたちは出稼ぎをした。労働力を奪われ、過

密化した都市に電気を送り、食料も供給してき

た。その東京は持続可能な社会といえるのだろ

うか」「津波から命がけで船を守った漁師たち

は、９月になれば、なんとか漁に出られると思

い、失った漁具を一つひとつ揃え、頑張ってき

た。しかし、放射能がそれを許さない」「飯館

村は去年 3月 15 日の時点で毎時 44・7 マイク

ロシーベルト。このなかに、飯館の村民は放っ

ておかれた。汚染された水道水を飲み、長期

間被曝させられた。学者も国も行政も安全だと

言っていた。誰の責任なのか」「戦争に続き、

国策による二度目の棄民だ。いつの時代も、国

策によって苦しめられ、悲しむのは弱い民衆な

のだ」

「当事者」という言葉が何度も聞かれた。多

くの被災者が、その窮状にもかかわらず、声を

挙げはじめている。その声は圧倒的な重さを持

つし、けっして引くことがない。これ以上、失

うものはなく、駆け引きの余地がないからだろ

うし、それは当然だ。

しかし、なぜ、当事者性は被害者の側にしか、

生まれ得ないのだろう。すべてを失い、生活の

立て直しに必死の方に、当事者として声を挙げ

ることまで負わせてしまっていいのだろうか。

逆の言い方をすれば、すべてを失った人たちが
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「3.11 震災メモリアルデー in 日比谷」 参加記

出版労連書記　木下博恵

３月 11 日の震災メモリアルデーは、出版労

連の個人加盟出版情報関連ユニオンの 2012 春

闘の集中日とした。個人加盟の組合なので、会

社に要求を出している人もいれば、出していな

い人もいる。それどころか、会社（や同僚）に

組合員であることをあきらかにしていない人が

多い。これまで労働組合で春闘を当たり前のよ

うにやってこられた方々からすると、なかなか

理解しがたく、誤解をされることも多い。要求

を出さなくて労働組合と言えるのか…云々。そ

のような組合で春闘をどうたたかうのか、とい

うのは重要な課題だ。

これまで、ユニオンの集中日は、ストをうた

なくても参加できるＭＩＣ銀座デモとなってい

た。しかし、今年にかぎっては、やはり震災を

ふりかえるこの日を春闘の集中日とした。しか

し「動員」とはならない。呼びかけはもちろん

しつこくやるが、ユニオンではやりたい活動に

参加するのが基本なのだ。

さて、当日は、私の下調べが悪く（というか

全く調べなかった）、つまり日比谷公園で催し

物（ピース・オン・アース）のことを知らず、

気楽に大噴水のあたりを集合場所とした。日比

谷公園をよく知っている私のような「プロ」な

らいざしらず、みなさんにはご迷惑をおかけし

た。

さらに困ったことは、全く「のぼりを立てら

れる雰囲気」ではなかったことだ。しかたなく、

片隅でこっそりと緑色のユニオンののぼりを立

てる。テントが林立するなかでは、のぼりはほ

とんど見えなかったのだが、のぼりはなくとも

人は集まるのであった。

この日は、福島の郡山へもユニオンから数名

が参加した。残念ながらユニオンには財政的な

余裕がないため、みな自費での参加だ。それを

なんとか応援しようと、日比谷公園に集まった

組合員からカンパを集めた。ほかの単組の方に

もご協力いただいた。

私が脱原発の市民デモに参加したのは、2月

の杉並デモが最初だった。いわゆる動員ではな

く自発的に（もしくは友人に誘われて、でもい

い）あれだけの人が集まるのはすごいことだ。

そして、3月 11 日の震災から一年がすぎても、

まだまだ市民のパワーを感じることができるほ

ど、あの震災と原発のことは影響が大きかった

のだと改めて思い知らされた。

この日も主催は市民だ。

慣れないことだらけだと思う。中幸門でも、

スピーチは、中心地からちょっと離れるとほと

んど聞こえない。でもオペラを歌った人の声は

よくとおった。そこら中で配布されるチラシも

きれい。とにかく労働組合とは全く違うのだ。

その時間が近づき、自然にみな口をつぐむ。

黙祷。

14時46分の黙祷を終えたあとはデモである。

隊列の順番もあるようでないような指示。参

加者も自分がどこに入るのやらわからないよう

だ。それでもわりと整然と隊列はできてゆく。

デモ慣れした私のように早くに出発して早く帰

りたい、と思わないのだろうか？

声を挙げているのに、何も失っていない私たち

は、いったい、何をしているのだろうか。

原発によって問われているのは、大人であり、

都市民であり、物事の優先順位であり、人間と

しての尊厳であり、戦後そのものの猛省であり、

出版界が戦後問うてきた思想そのものである。

311 後、何かが変わったか？　何も。そう、何

も変わっていない。何も変えないためにあらゆ

る努力がはらわれている。そのシュールな現実

そのものが、撃つべき対象なのだと感じる。そ

して、それに気付いてしまったら、もう気付く

前には戻れない。福島の人々の言葉には、その

「気付き」のためのヒントが鋭く重く、きらめ

いていた。
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何度も通った東電前、歩道にいる公安を横目

に、途中では小競り合いも見つつ、デモは進ん

でいく。再稼働を条件に東電に融資しているみ

ずほ銀行へのシュプレヒコール。私は文科省前

で勝手に放射線副教材をやめろー、検定制度を

廃止しろーと叫ぶ（ささやく）。

再び日比谷公園の近くにくると、まだ出発し

たばかりのデモ隊がいた。とにかくデモの列は

途中で分断される。市民のデモは特にその傾向

が強いようだ。分断があるとはいえ、参加者の

人数の多さに驚く。

この日、デモの後は国会前のヒューマン

チェーンがあったが、ユニオンでは交流会に

行ってよしということにしていた。私は私で、

きっとデモで疲れ果てて帰るだろうと予想して

いたのだが、どうも気分がのってきて、そのま

ま国会ヒューマンチェーンに突入した。国会を

囲むのは、教育基本法改悪のとき以来だ。あの

ときも相当な人数がいたが、ほとんどが労働組

合の人だった。しかし今回は市民がたくさんい

る。本当に心強い。

主催者側のスタッフの人手は足りず、また参

加者の予想人数は大幅に上回ったのだろう。最

初、歩道には人があふれんばかりになり、詰まっ

て国会近くに移動できなかった。それをいいこ

とに、警察は全く誘導をしない。国会前は横断

を許さない警戒ぶり。市民のパワーはやはり政

府にとって恐怖なのだろう。おそらく、労働組

合なら、ここまではしないだろうという予想、

私たちもそこまではしませんよ、という無意識

の一線があるが、市民はそうはいかない。

とはいえ、おとなしく言うことを聞いてしま

うのも市民。

労働組合で鍛えられたベテランは、誘導しな

い警察にしびれをきらし、列の横を突き進んだ。

後を追うと、案の定、まだまだ人が足りていな

いところがあった。さすがベテランなのである。

警察の言うことをまともに聞いてはいけないの

である。

六時を過ぎてあたりが暗くなり、雨もぱらつ

いた。六時半くらいには一度手をつないで挙げ

て、ということも言われたが、後でほかの人に

聞いてみると時間がずれていた。しかし、また

これをふまえて次回はもっとうまくできるだろ

う。ちなみに議員会館の壁にプロジェクターで

映像を映すなど、これも私たちにはない発想で

感心した。

最近気になるキーワードは「持続可能」だ。

持続可能な社会、持続可能なエネルギー、そ

して持続可能な運動。

持続可能な運動、特にこの脱原発の運動には、

市民を支える労組の力が不可欠だと思う。具体

的な方策はまだわからない。しかし労働組合は、

これを機に「労働組合を理解してもらおう、若

い人に労働組合運動を担ってもらおう」といっ

た「虫のいいスケベ心」が見え隠れしてしまう

のだ。まずはすべての原発を廃炉にするという

ことで一緒に運動ができたら、と思う。労働組

合が支持を得られるかどうかは、この運動が持

続できてから見えてくるのではないだろうか。

遠く感じることを身近にすること

開隆堂・開隆館労働組合　澤田暢

３月 11 日、井の頭公園で行われた「震災復

興～なくせ原発 3・11 行動 in 東京」に家族４

人で参加してきました。テレビのニュースを見

ている時や、夕飯を食べている時に原発や放射

能のことを子供たちとも話していたので、井の

頭公園は近所だし、ひとつみんなで出かけよう

ということになったのです。実際には、高校３

年生の娘には「４月からの一人暮らしの買い物

しよう」と、小学校６年生の息子には「用事が

終わったらバッティングセンターに行こう」と

言って出かけたのですけれども。

集会が終わってデモ出発。ステージの上を

通ってから公園を出る流れだったこともあり、

なかなか列は動きません。「なにか一言って言
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われたらどうしよう」「ピース！でいいんじゃ

ない」「とうちゃん、だましたな」「行列につい

て行けば、バッティングセンターの方へ行くん

だよ」なんて話しながら、人の流れに乗って少

しずつ進んでいきました。

公園を出て歩き始めます。シュプレヒコール

が始まりました。マイクの声につづいて声を出

します。はじめは大きな声を出せなかったので

すが、そのうちに慣れてきました。慣れるには

慣れたのですが、なんだか言いにくいなという

気持ちもありました。周りの目を気にしている

のか？　そんなことじゃいかんだろう、しかし

言いにくい。どうしても腹から声が出ないので

す。口の中でもごもご言っているだけで、気分

がのらないのです。

マイクを通して伝わってくる言葉が難しかっ

たからかもしれません。「いま何て言ったの。

どういうこと？」と子供に聞かれることもたび

たび。「脱原発！原発依存を減らそう！」みた

いなシンプルなのだったらいいのですが、声に

出す前に意味を考えてしまうようなのはだめで

した。自分は本当にこれを言いたいのだろうか、

という思いがあったからかもしれません。「～

せよ！」と言うのは、なんだか自分の責任を棚

上げにしているような罪悪感も感じてしまうの

です。

「日本で原発は無理だ！」とか「こんなこと

になってしまってごめん！」とか「少しくらい

不便になっても平気！」とか、そんなことだっ

たら大声で言いたいです。これまで原発のこと

を放置してきた責任はぼくも感じているので、

自分が被害者であるかのように言うのは居心地

が悪いのです。政府の責任を追及して動かして

いくことは大事だとは思うのですが、それだけ

では上滑りな感じがするのです。

ところで三井住友やみずほコーポレート、三

菱東京 UFJ などの銀行団が、３月に東京電力

への追加融資を決めましたが、原発再稼動が

融資の条件になっているというではありません

か。このニュースにはびっくりしました。「お

金貸してあげるから、これで後片付けをきちん

とやりなさい」というのではなく、「この金で

原発動かしてもっと儲けろよ」ということなの

でしょうか。それが経済的に合理的ってことな

のでしょうか。絶対に次は失敗しないと分かっ

ているなら、そうかもしれません。でも今回

の失敗に懲りて、おののいて、もうこんなのは

二度と嫌だと思っているなら、合理的な行動と

は思えません。東京電力は原発事故被害者に補

償する義務があると思いますが、そのために原

発再稼動が必要だというのは矛盾ではないので

しょうか。そしてこのことは、「東京電力は反

省せよ！」と言うだけでなく、銀行に対しても

声をあげていく必要があるってことですね。そ

こで悩ましいのは、ぼくの給与受取口座が三菱

東京 UFJ 銀行だということです。これはなん

とかしなければ。脱原発宣言をしている城南信

用金庫に変更しようかしら。できるのかな。

電気は毎日使うもので生活に直接かかわるこ

とですが、東京にいると原発そのものを身近に

感じることはありません。でも自分の貯金が、

原発再稼動のための融資の一部になっている！

　そう思うとぐっと実感がわいてきます。そん

なふうに、抽象的だったり身近でなかったりす

ることを、解説したりたとえ話にしたりして分

かりやすく伝えるというのが、出版の仕事なの

ではないでしょうか。そうして、一人一人が状

況をよく分かって、自分の思いを表していくこ

とが社会を作っていくのだと思います。

この日、ぼくたち家族はおそろいのステッ

カーを胸に貼って参加しました。「ちいさな意

思表示」というプロジェクトによって作られ

たものです。絵本作家のどいかやさんのかわ

いらしいイラスト、猫とリスの２種類。どいか

やさんは、森の中の小さな生き物を主人公にし

た愛らしい絵本を描いてきました。人間の失敗

によって、その小さな生き物たちに迷惑をかけ

てしまっている。原発や放射能のことも世間話

でしたいのに、「NGワード」になってしまっ

ている現状を変えたい。そんな思いから「NO 

NUKES」と書かれたステッカーを制作したと

いうことです。イベントやデモのときだけでな

く、手帳やカバン、車や自転車にこれを貼って

小さな意思を表す、という取り組みです。
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「3.24 さようなら原発 1000 万人署名集約集会」
に参加して考える

合同労組・暮しの手帖社分会　岸上明彦

雑誌の編集に携わっていたとき、エネルギー

についての記事を作ったことがある。生活雑誌

なので、日常の暮らしに関係するエネルギー消

費の増加をテーマとした。ちょうど原油の価格

が高騰しはじめて、一方で京都議定書による温

室効果ガスの減量が話題になっていたころのこ

とだ。

この記事を作っていて、日本でも原子力発電

の比率が高くなっていることを知った。それ

まで、電気についてあまりに無知、無関心で

あったのだ。直感で嫌だなと思ったが、取材

をしているうちに「石油のような使いやすいエ

ネルギーは途上国にまわし、日本など技術のあ

る国は原子力を使いこなしていくしかない」と

か、「ヨーロッパでは発電の 8割を原子力でま

かなっている国もある」といった情報が入って

きて、プライドがくすぐられ、その嫌悪感は薄

められた。

深夜電力の料金が安い理由を説明するところ

で、こういう文章を書いた。「いま日本では、

電力の約 3割が原子力発電によっている。（中

略）深夜の電力をエコキュートで利用すること

は、発電した電気をムダにしないという意味で、

省エネといえるかもしれない」

原発が増えたこととその恩恵を受けるオール

電化住宅への皮肉を込めたつもりだったが、素

直に読めば、深夜電力の利用を薦めているよう

なものだ。嫌だと思う原子力の本質や危険を取

り上げないうちに、自分に異動の辞令が出て、

直後に編集方針も変わって、この記事はあとが

続かなかった。直感をストレートに出しておけ

ばよかったと、今でも悔いが残っている。

3 月 24 日は雨だった。合同労組でも参加を

呼び掛け、「さようなら原発 1000 万人署名集約

集会」会場の日比谷野外音楽堂に 8人が集まっ

た。参加者は主催者発表で 6000 人。雨が降っ

ている土曜日の日中に日比谷に集まり、会場に

入りきれないほどの人びとは、パッと見る限り、

私よりも若くない。そのせいか、山本コウタロー

が歌う「岬めぐり」が妙に馴染んでいた。

雨の中、多くの人が傘を畳み、スタンディン

グもやむなしの状態で、集会は進行した。

呼びかけ人の鎌田さんから、26 日に柏崎の

原発が検査で停まること、署名が 550 万集まっ

たことが発表された。各地からの報告を聞くと、

それぞれに苦労していることがわかる。1000

万に向けて、もう一度ネジを巻いて、周囲から

署名を集めようという気持ちになってくる。分

会員 5名の私たちの分会が集めた署名は、たっ

た 40 筆ほどでしかないのだ。その雨の中で聞

いた、記憶しておきたい発言。

「もうすでに私たちは子どもたちに、どう謝っ

ても謝りきれないような過ちをしてしまった。

……原発に反対する力が足りなかったとの思い

を込めて、今日この雨の中のデモ行進でこれか

らの私たちの意志を表明したい……」これは鎌

田さん。

私の母親と同世代の澤地さんは「今はっきり

言いたいと思うのは、命を金に代えることはで

きないということです。命を売っちゃいけない

ですよね。……命をいとおしんで大事にいきま

しょう」

落合さんはゆっくりと、噛みしめるように話

した。「100 年しかせいぜい生きられない私た

こんな一人一人のこだわりや思いの表明を、

ささやかに少しずつ広げていきたいです。

「ちいさな意思表示」ブログ

　http://d.hatena.ne.jp/ishihyoji_PJT/ 

「もっと子供にもわかる言葉で言えばいいのに」

「なんでもっと早く原発やめなかったのかな」

「事故は起こることもある。事故が起こった

ときにどれだけ被害を小さくできるか」
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ち人間が、10 万年も生きる放射能をどうやっ

て見届けていけばいいのですか。……もう一度

2011 年３月 11 日に戻って心にしっかり刻み、

未来の子どもたちに向かって、私たちは軍縮

じゃない、全ての核を捨てることと全ての原発

を廃炉にもっていくことを、ここに誓いましょ

う」

偽りのない、まっすぐな発言は、心を打ち、

共感を呼ぶものだ。この集会に集まる者の気持

ちはここに集約されている。少なくとも、私は

そう聞き取った。

集会が進むにつれて、西の空が明るくなって

きた。二手に分かれたパレードに傘はいらな

かった。淀んだ空気の官庁街を通って、六本木

までシュプレヒコールが続いた。

原発が稼働しなければ、日本は集団自殺をす

るようなものだとある政治家は発言した。穏や

かではない露骨な脅しだけれど、3.11 後の今、

この表現を正しく使うなら「原発を稼働

させることが、集団自殺への第一歩」であ

る。福島は収束しておらず、原因は究明さ

れず、死の灰を含む廃棄物処理は先送りな

のに、それを放ったまま、原発を稼働させ

るという感性が信じられない。福島を手始

めにして、女川、柏崎、泊、大飯、御前崎、

玄海などなど原発が立地するところを巡回

しながら国会を開いたらどうだ？と提案し

たい。

「さようなら原発」が実現する。そうなっ

ても停電など起こらず、今の暮らしに変化

は起きないかもしれないと思う。そう望む

人は多いだろうが、ホントによいことか、

と天邪鬼は疑っている。ここは素直になろ

う。福島では故郷を離れて、しんどい毎日

を過ごす人がいるのに、東京＝自分はどう

だ？フクシマ以前と変わらないのではない

か？自問する。

「さようなら原発」を選択することは、

ある程度の不便は受け入れる意志だと思

う。もともとエネルギー資源に乏しい日本

なのだから、原発分を別のエネルギーで代

替（維持）するのではなく、一歩進めて、

消費そのものを減らしたい。

個人の努力だけでは、すぐに行き詰る。私の

家の電力消費は、前年と比べて 5％ほどしか減

らせていない。必要なのは、社会のありようを

問い直し、社会全体で「さようならエネルギー

浪費」に取り組むことである。総務庁統計局

の発表では、これから人口が減り、35 年後の

2047 年には一億人を割るそうだ。ならば、生

産や経済をむやみに拡大することは要らなく

なる。身の丈にあった生産と消費で、日本を

GNH（国民総幸福量）の高い国にしていきたい

ものだ。

1000 万署名の陰には、数倍の、つまり数千万

人の消極的な支持者がいるはずだ。テレビ・新

聞など多くのメディアが無視している「さよう

なら原発」は決してマイノリティではない。強

い意志で、「原発を稼働しなくてよい」日本に

していこう。


