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画期的な判決 

平成 26（2014）年 5 月 21 日、福井地裁は、

大飯原発 3、4 号機の運転差止めを命ずるという

画期的な判決（以下「本件判決」）を言い渡した。

福島第一原発事故以降、初めて言い渡された本件

判決が、高速増殖炉「もんじゅ」についての名古

屋高裁金沢支部平成 15（2003）年 1 月 27 日付

判決、志賀原発 2 号機についての金沢地裁平成

18（2006）年 3 月 24 日付判決に続く住民側勝

訴判決となった。原告の人たちは、「司法は生き

ていた」という垂れ幕を掲げて歓喜した。法廷で

判決の言い渡しを聞きながら、何人もの人たちが

落涙したという。全国で脱原発を願っている多く

の人たちに、本件判決は限りない励ましを与えた。

他方、政府や原子力規制委員会は、無視を決め込

んでいる。この判決が指摘した新規制基準の問題

点を見直そうとする姿勢すら見せていない。「ゼ

ロリスクを求めるもの」「科学的でない」などと

批判する意見も多く、「どうせ、高裁、最高裁で

ひっくり返るよ」という冷ややかな意見もある。 

本件判決は、どのようにして生み出されたのだ

ろうか。これから、原発に対する司法判断はどう

なっていくのだろうか。 

本件判決の特徴を 2 点指摘する 

(1)新たな判断枠組みを示した判決 

本件判決は、個人の生命、身体等に関する利益

としての人格権の優位を高らかに宣言し、電力会

社の経済活動の自由は、すべての法分野において

最高の価値を持つ人格権よりも劣位に置かれるべ

きことを明示し、人格権が侵害される具体的危険

性が万が一でもあれば、その差止めが認められる

のは当然であり、「福島原発事故の後において、

この判断を避けることは裁判所に課された最も重

要な責務を放棄するに等しい」と裁判所の気概を

示した。そして、行政の判断とは独立して司法審

査がなされるべきであるとした。原発運転差止め

訴訟についてのこれまでの裁判例の多くは、安全

基準の合理性とその原発が安全基準に適合してい

るという行政の判断の合理性についての審査をし、

それが肯定できれば、その原発は一応安全である

と認めてきた。専門家の判断を尊重するあまり、

裁判所としては腰が引けていたと評価できるだろ

う。福島第一原発事故の後、裁判所内部では、原

発訴訟を担当している裁判官が集まり、今後の原

発訴訟の判断枠組みについて議論していた。先頭

を切った本件判決が、新しい枠組みを示したこと

福井地裁大飯原発３、４号機運転差止め判決の意義 
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の意義は重大である。 

(2)耐震性能についての深刻な問題点の指摘 

原発の耐震設計の前提として、原発ごとに「基

準地震動」が定められる。「基準地震動」とは、

その原発敷地を襲う可能性がある最強の地震動で

あって、原発は、基準地震動に襲われても過酷事

故にならないように設計される。また、安全余裕

があるので、基準地震動を超える地震動に襲われ

ても、直ちに過酷事故が起こるわけではない。コ

ンピュータ・シミュレーション上、絶えることが

できる最強の地震動を「クリフエッジ（安全限

界）」という。大飯原発は、基準地震動が 700

ガル（「ガル」は加速度の単位）、クリフエッジ

が「1260 ガル」である。 

本来、原発が基準地震動を超える揺れに襲われ

るなどという事態があってはならない。しかるに、

わが国の原発は、過去 10 年の間に 5 回も基準地

震動を超える揺れに襲われた。とりわけ、柏崎刈

羽原発は、平成 19（2007）年 7 月 16 日の中越

沖地震（M6.8）で基準地震動 450 ガルの約 4 倍

の 1699 ガルの揺れに襲われた。このことは、基

準地震動の設定方法に根本的な欠陥があることを

示している。本件判決は、大飯原発を 1260 ガル

を超える地震動が襲う可能性があるとした。 

本件判決に対して、科学的でないという批判が

なされている。しかし、本件判決が言い渡された

翌日の毎日新聞で、原発の耐震審査を長年中心的

に担ってきた入倉孝次郎京大名誉教授は、「揺れ

の強さが 1260 ガルを超える地震が絶対に来ない

とは言い切れず、警告を発する意味で重要な判決

だ」とコメントされた。これは、本件判決の正し

さを裏付ける重要な指摘である。 

本件判決が言い渡される条件をつくったのは何か 

(1)これまでなぜ差止め判決を書けなかったのか 

福島第一原発事故前、裁判所が差止め判決を書

けなかったのは、次のような理由であろう。 

① 日本の原発でまさか本当に過酷事故が起こる 

とは思えなかった。 

② 原発について素人の裁判官が専門家の判断を

覆すことを躊躇した。 

③ 原発は国策であり、重要な発電方法であり、 

これを否定したら社会が大混乱に陥ると考えた。 

(2)これらの条件は、福島第一原発事故によって、

次のとおりすべて覆った 

① 日本の原発で本当に過酷事故が起こることが 

判った。しかもその深刻さも裁判官の胸に刻ま

れた。 

② 裁判所が信頼してきた専門家がいかに杜撰な 

仕事をしてきたかが白日の下に晒された。斑目

春樹原子力安全委員会委員長によれば、わが国

は諸外国に比べて安全対策が 30 年も遅れてい

たという。彼ら専門家はそのことを十分知りな

がら、法廷で、わが国の原発は事故を起こさな

いと言い続けてきたのである。 

③ 原発が一機たりとも発電しないまま、約 1 年 

が経過し、原発がなくても電力供給に何の支障

もないことが日々証明されている。原発が国策

だといっても、その内実は、電気代の問題、貿

易赤字の問題、二酸化炭素の排出の問題に過ぎ

ないことが明らかになった。 

④ 世論調査のたびに、脱原発の声が大きくなり、 

今や 8 割を超えている。原発差止め判決は、

今では国民的な支持を受けている。 

本件判決をふまえた原発訴訟の判決を 

原発訴訟は、科学裁判といわれる。しかし、裁

判官が判断するのは、科学的に何が正しいかでは

ない。住民側が指摘した危険性を電力会社側がど

こまで解消できたかを踏まえて、残ったリスクを

社会が受け入れることができるか否かを判断する

のである。この判断は科学者にはできない。社会

通念を踏まえて裁判官が判断するしかない。裁判

官は、逃げてはならないのだ。 

本件判決の裁判官は、この問題に正面から取り

組んだ。これから原発差止め訴訟の判決を書く裁

判官は、どのような結論をとるにしても、本件判

決を踏まえざるを得ない。本件判決の持つ意味は

計り知れない。本件判決は、わが国の原発訴訟の

流れを変えるターニングポイントになる可能性が

ある。そして、これを確実なものにしていくため

には、原発はいらないという市民の声を今まで以

上に大きくしていくことが大切なのである。 

 

 

 

④ 原発は国民的支持を得ていた。 
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日本の労働組合の組織率が 2 割を切って久し

い一方で、労働者全体の 3 分の 1 以上を非正規

労働者が占めるようになってきています。最近の

厚生労働省の統計によると、2014 年 4 月～6 月

期の平均値では、役員を除く雇用者の約 5200 万

人のうち、いわゆる正規労働者が約 3300 万人で

あるのに対して、非正規労働者は約 1900 万人。

まさに全体の 4 割に迫っています。「非正規」

とか「非典型」労働者という言い方がそもそも意

味をなさなくなってきそうです。 

突然の経営提案 

さて、私が勤務する会社で昨年 7 月、経営か

ら組合に「非正規社員を対象とする就業規則」を

新設したいという提案がありました。社内には確

かに、アルバイトや契約社員などの非正規社員の

方が一定数働いています。しかし、それに対して、

既存の就業規則とは別に、非正規社員専用の就業

規則を作る、とは…？ 経営側の言い分は、

「2013 年 4 月に全面実施された改正労働契約法

に対応するため」「非正規社員の方に対しては、

個別に提示している雇用条件通知書以外に、詳し

く労働条件を規定した文書が今までなかったため」

というものでした。そして、実際に提示された規

則の中身はといえば、既存の（いわゆる正社員向

けの）就業規則にも書かれていない種類の事項ま

で詳しく定めた、読むだけで一苦労の重厚長大な

ものでした。 

組合の中で議論して経営に意見を返すというこ

とには当然なったものの、今までになかった性質

の提案です。何よりも、私たちの単組は、課長未

満の正社員によって構成されるユニオンショップ

で、非正規社員の方々の組織化ができていません。

会社が非正規社員を雇用するときに、組合と協議

するといった慣行も（要求はしているのですが）

勝ち取れてはいないし、具体的にどのくらいの労

働条件で働いてもらっているかという情報の開示

も（要求はしているのですが）なされていないの

です。おまけに経営からは、今回の提案はまった

くの組織外秘にしてくれという要請がくっついて 

 

きました。要は、話がまとまるまでは当事者であ

る非正規社員の方に規則案の内容を出してくれる

な、ということでした。 

同じ建物の中で働いていながら、うっかりする

と誰が同じ会社で働いている人なのか、その人は

どの職場のアルバイトなのか契約社員なのか、と

いったこともよく分からないことがあります。ま

してや、その労働条件は（本人に直接なにげなく

聞けるくらいの関係があれば、何人かから聞ける

かもしれないが）ほぼブラックボックス。そんな

状況で、どうやって当事者抜きで非正規社員対象

の就業規則の内容を吟味できるのかという話で、

話の筋じたいに無理を感じなくもありませんでし

たが、組合として会社から提案を受けた以上、そ

うも言ってはいられない。何よりこの提案は、こ

れまで組合が求めてきた、非正規社員の労働条件

の開示という要求に、経営がある意味で少し答え

てきた…とも受け取れる話でした。 

非正規社員をどうとらえるのか 

職場討議を進めていく中で、結局私たちの組合

が非正規社員をどうとらえてきたのかが問われ、

一つひとつ再確認していく形になりました。まず、

組合としては、本来会社の従業員はすべて正社員

として採用されるべきであると考えています（業

務量に対して人員体制が十分でなく、長時間過密

労働を強いられている職場に対しては、春闘や秋

年末闘争で、具体的な人数を挙げて正社員の補充

を求める人員要求を出しています）。しかし一方

で、現実的には多くの非正規社員が会社に雇用さ

れているという現状があり、組合としてその労働

条件を明確化し、不合理な点があれば改善を求め

ていく必要があります（これも春闘や秋年末闘争

で要求してきました）。その中で、今回の経営提

案は、非正規社員の労働条件を一定組合に明らか

にしたといえる面があります。また、労働契約法

が改正されたという状況になんらかの対応を行う

姿勢が示されたということについても尊重する必

要があります（非正規社員だけを対象にした、な

ぜか既存の就業規則よりも詳しく書かれた就業規

非正規労働者を対象とする就業規則についての議論から 

川嶋 重文（教育出版労働組合） 
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則を、わざわざ併設するという方法が合理的かど

うかはともかく）。 

このような大まかな議論の道筋が確認された一

方で、組合として納得のいかない部分もあらわに

なってきました。最近は人数が増えてきてしまっ

ているとはいえ、非正規社員というのは、本来、

長期休職者の代替要員とか、一時的な繁忙期の補

助的人員といった、例外的なものであるから「非

正規」なのであったはずです。それに対して就業

規則ができるということは、もはや非正規が非正

規ではなく、たとえば「総合職」に対する「一般

職」のように、多くの社員に比べて労働条件が低

い従業員というものを恒常的に人事制度の中に位

置づけるという意味になってしまうのではないで

しょうか。 

分断を超えて 

2013 年 4 月に改正された労働契約法では、有

期契約の雇用者が、契約更新を繰り返して 5 年

を超えた場合、使用者に申し出て無期契約に転換

することができることになっています。無期契約

に転換するということは、1 年先に同じ仕事を続

けていることができるかどうかも分からない状況

よりはマシな話ですが、正社員に転換するという

わけではありません。転職のチャンスがない限り、

一生、限定された労働条件で働き続けることにも

なりかねません。政府が議論を進めようとしてい

る雇用制度改革の中でいわれている「限定正社員」

についても似たような指摘がされていますが、こ

のように出版業界においても、働く人の中に新た

な階層化が持ち込まれてしまうのか。鬱々とした

気分になってきます。 

討議を経て、私たちの単組では、今回の経営提

案に対して、現在会社で働いている非正規社員の

労働条件について合意できる部分については労使

協定化を進めることを求めつつ、非正規社員の就

業規則新設については疑問点が多いので継続協議

を求めるという二段構えの対応を取りました。こ

れに経営側がどう応じてくるにせよ、組合として

は今回の議論を端緒に、分断のない一つの職場で、

皆がそれぞれに生き生きと働くことができるとい

う姿を目指していきたいものだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ラップトップを抱えた『石器人』」 

 複数の高校国語の教科書に採録された教材に、

「ラップトップ抱えた『石器人』」（長谷川眞理

子）という文章があり、そこには次のように書か

れている。 

 重大な事故が起こるのは、リスクの認識に何か

問題があるようだ。「危ないが訳の分からないも

のは、ここ数回安全であれば、次も安全であると

みなし、真の危険を顧みなかった」。今日、さま

ざまな機器の事故において、「その多くが、機械

そのものに起因する事故ではなく、ヒューマンエ

ラーによるものだと指摘されて久しい」。物質文

明、技術文明は確かに進歩したが、それは人間の

脳が石器時代より進歩したからではなく、人類の

脳が知恵を蓄積したからである。しかし、「私た

ちは、ラップトップを抱えた『石器人』でもある」

と、謙虚に認識する必要があるだろう。 

 この指摘は、2011 年の福島原発事故に対して

もあてはまるだろう。しかし、この文章が書かれ

たのは、今から 10 年以上も前（朝日新聞 2003

年 4 月 27 日）であり、重大な事故の例として取

り上げているのは、東海村 JCO 臨界事故（1999

年）とスペースシャトル・コロンビア号の事故

（2003 年）である。 

 このような指摘があっても、重大な原発事故は

起きた。このことは、今までは安全であっても事

故はいつ起こるか分からないこと、ヒューマンエ

ラーの根絶は不可能であることを示している。 

世代間倫理 

 私は、原発問題は世代間倫理の問題を抜きにし

ては考えられないと思っている。「世代間倫理」

とは、『広辞苑』によれば「現在の世代は、未来

の世代が生存し、よい環境のもとで生きることに

対する責任を負おうとする考え」。 

 つまり、今生きている私たちには、100 年後、

200 年後に生きる、直接顔を合わせることのない

                      世代間倫理としての原発 

田中 秀幸（子どもと教科書全国ネット 21） 
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人類の子孫に対してよりよい環境を残すために、

今何をなすべきかを考え、行動する責任がある、

ということ。短く言えば、「現在世代は、未来世

代の生存可能性に対して責任がある」ということ

である。 

 以下、『環境倫理学のすすめ』（加藤尚武、丸

善ライブラリー、1991 年）の内容を一部紹介し

たい。 

 環境を破壊し、資源を枯渇させるという行為は、

現在世代が加害者になり、未来世代が被害者にな

るという構造を持っている。例えば、放射性の廃

棄物を未来世代に残すというシステムを現在世代

が持っているとしても、それによって環境汚染の

被害者となるかもしれない未来世代からの同意を

取り付けることはできない。経済成長が重視され

ればされるほど、未来世代は生存の危機に近づい

ていく。現在の繁栄は未来の窮乏である。この構

造に反省もなしに居座っているのが現在世代であ

る。問題は、未来世代と現在世代が共存型になる

ことである。 

 私がこの本の紹介を通じて言いたいのは、100

年後、200 年後の未来世代に残すのにふさわしい

のは、原発のある世界ではなく、原発のない世界

ではないか、ということである。そのために今す

べきことは、原発に代わるエネルギーを開発する

以外にない。ところが今、原発再稼働や新設が言

われている。 

 『原発ゼロ』（小出裕章、幻冬舎ルネッサンス

新書、2014 年）によれば、原発について、ゼロ

だと電気が足りなくなるというのも、発電コスト

が安いというのも、クリーンなエネルギーだとい

うのも、全て誤った情報だという。また、「原発

が廃炉になれば、そこからおよそ 40 年、原発が

稼働してから廃炉になるのと同じくらいの間、廃

炉作業が続く」のだとも。 

 今、原発の再稼働や新設をすることは、現在世

代が加害者となり、未来世代を被害者にする可能

性を生むことにほかならない。これを止めること

が、現在世代の責任ではないだろうか。 

アーキテクチャ 

 アーキテクチャとは、もともと建築やその様式

を指すが、コンピュータシステムの構造全般をも

意味する用語。その意味の来歴について、『アー

キテクチャの生態系』(濱野智史、NTT 出版、

2008 年)では、次のようにまとめている。 

 米国の憲法学者ローレンス・レッシグは、アー

キテクチャという概念を「規範（慣習）・法律・

市場に並ぶ、人の行動や社会秩序を規制(コント

ロール)するための方法」だという。その後、

「環境管理型権力」と概念化された（東浩紀）。 

 濱野氏は同書で、その特色を次の 2 点に要約

している。 

①任意の行為の可能性を「物理的」に封じてしま

うため、ルールや価値観を被規制者の側に内面

化させるプロセスを必要としない。 

②その規制（者）の存在を気づかせることなく、

被規制者が「無意識」のうちに規制を働きかけ

ることが可能。 

 例えば、デジタル・コンテンツの不正コピーを

制限する場合のコピーワンス。不正コピーができ

ないように技術的にしてしまう（①）が、その規

制になれてしまえば、「物理的」な制約から「自

然」な制約へと変化する（②）。 

 ただ濱野氏は、レッシグがアーキテクチャによ

る管理の規制に対して「抵抗の論戦」を張ったの

とは違う方向性を示す。つまり、アーキテクチャ

を、「人に何かを強制的に従わせるもの」と考え

るのではなく、新しい「社会秩序」を生み出す手

法の一つと考えるのである。 

 私は、この手法は脱原発を考えるうえで重要な

ヒントになると考えている。つまり、原発があれ

ばそれを前提とした生活が営まれるが、原発がな

いという環境になれば、その中でどう暮らしてい

くかというすべを考えなければならない。それは

やがて「原発ゼロ」という世界が人間の中で内面

化し、「自然」な「社会秩序」として受け入れら

れるようになるからである。 

終わりに 

 小出氏は、次にもし原発事故が起こるとしたら、

今までとは別の要因だろう、したがって、津波の

想定を最大値にしたから安全が確保されたという

のは馬鹿げていると述べている（前掲書）。 

 原発事故のリスクは、機械の側にも人間の側に

もある。また、事故の原因は「想定外」であるか

らこそ絶対的な対策など立てられるはずはない。

また、現在の地球環境は、今がよければそれでよ

い、未来のことは未来の人が考えればよい、と言

っていられない状況にある。 
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 限りある人間の脳では、「想定外」の災害や事

故を防ぐことはできない。未来世代によりよい地

球環境を残すために、「多様なアーキテクチャの

あり方について知っておく」（濱野氏、前掲書）

ことが、現在世代の責任だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 11 日、今回からの試みとして単日開催と

なった出版労連定期大会。台風 8 号接近の報で

一時は延期かと危ぶまれたものの熱帯低気圧にな

って通過したことで実施。私も後盤で原発問題委

員会を代表して発言させてもらった。折りしもブ

ックレット『「未来」をつなぐために』が完本、

議場に納品されたこともあり、宣伝も兼ねての登

壇だった。 

原発震災の記憶・被災者の苦しみを風化させず

に原子力依存社会を終わらせる活動を継続するた

めに、若い世代の結集と活動の再活性化を訴えた。

現政権が推し進める民主主義を骨抜きにし軍事を

優先する諸政策のとりくみが相次いでいることを

踏まえ、憲法問題という大きな枠にもとづく闘争

本部を構成すべきというユニオン・大久保徳枝さ

んの提言に賛同する意見も述べた。命と人権が危

機に晒されている。 

過重な業務実態の中をかいくぐり組合活動の傍

ら参加しているメンバーも、さらに集団的自衛権

や秘密保護法・辺野古基地建設などの問題にもと

りくみ、時には疲労を隠せない。まだ私たちは見

える「実績」を残せていない。それが委員会の運

動への参加にも反映し始めているのかも知れない。

だが焦りと諦めは禁物だ。 

実績はある。現に全ての原子炉は停止している

ではないかという声もある。たしかに停止させ続

けているのは脱原発を求める世論と市民運動の力

によるものだ。新規増設の白紙化、大飯原発運転

差し止めの福井地裁判決もその文脈で勝ち取った。

しかし、震災直後は電力会社や推進派学者、官僚

たちも心底恐怖を感じたはずなのだ。 

そう、「彼ら」も気がついたのだ。このような

不安定で「近代化」も限界に来ている技術を日本

国内だけで延命させるのはもう無理だ、と。 

だからこそ菅政権でさえベトナムとの原子力協

定を急ぎニントゥアン第 2 原発の建設を受注

（野田政権）、安倍政権に至ってはなりふり構わ

ぬトップセールスを展開している（春の国会で

UAE とトルコに関し協定を承認、発効）。 

この秋以降はインドとの協定合意・南ア・ブラ

ジルとの交渉進捗が日程に上がってくることにな

る。欧州原子力共同体（ユーラトム）内ではリト

アニア（日立）、ブルガリア（東芝傘下 WH 社）

など建設受注が相次いでいる。これらの動きは

2011 年以降に加速していることなのだ。 

だからこそ阻止に向けた国際的な連帯の強化が

必要だ。 

さて規定時間をオーバーし議長団に制止されか

かりながら述べたのは、海外に向けた情報発信の

必要性だ。 

出版労連として国会などでの大きな動きがある

ごとに出している声明、大会決議や集会決議、講

演会や学習会の成果もある。しかしそれらが拡散

されず、あるいは広大なウェブの海に忘れ去られ

ているとしたらもったいない。まして海外に日本

の政治的現況・労働運動の実績を発信できていな

いとしたら、議席数優位と高支持率、トップセー

ルスで調子に乗る総理に PR 力で勝ることはでき

ない。 

英語版だけでもいい。この国のガラパゴス的危

機を発信し、とんでもない影響を受けようとして

いる（原発・武器輸出であれヘイトスピーチであ

れ）海外の人びとに報せる、結びつく手がかりが

必要だ。「日本では出版労連ががんばっている」

と認識してもらえるだろう。 

出版の現場あるいは福島の現場からの声を集め

た毎月の冊子『原発のない未来へ』はブックレッ

ト第 3 集『「未来」をつなぐために』に結実す

るに至った。これこそは運動の見える「実績」で

あり、じっくり読んでいただきたい。このニュー

スレターも含め、ぜひ職場で共有していただけれ

ば幸いである。 

命と人権を守るたたかいへ 

北林 岳彦（実教出版労働組合） 
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秘密保護法の問題を原発をめぐる法廷劇として

描くミュージカル『THE SECRET GARDEN―

嘘の中にある真実』についても宣伝させてもらっ

た。その時点ではまだ詳細を紹介できる段階では

なかったが、すでに賛同・後援の推薦メッセージ

が掲載された増補版４ページのパンフレットがで

きているので、活用していただきたい。10 月の

公演を待望している。 

さて、議場閉鎖・投票開始後も駆け込む代議員

が続いたものの大会はなんとか成立、方針を可決

した。閉会後、100 メートルほど離れたイスラエ

ル大使館前へ私は向かった。 

「ガザ空爆をやめろ！ イスラエル大使館前緊

急行動」は中東研究者、兵器輸出問題やパレスチ

ナ連帯運動、反貧困・反格差の運動、NGO メン

バーなどが 5 日目を迎えていたイスラエルのガ

ザ空爆に抗議する行動として呼び掛けていた。こ

の日ガザの犠牲者は 100 人を超えた。 

大使館前には年齢もさまざまな 150 人ほどが

集まった。しかし以前にもイスラエル軍の蛮行に

抗議する大使館前集会は（残念ながら）幾度も行

われているのに、機動隊は号令一下、拡声器を持

った発言者など数人を強制排除し、けが人が出る

事態となった。異例のことである。 

ちょうど駆けつけた山本太郎参議院議員が機動

隊をけん制、アメリカとの集団安保・軍事同盟に

依存し周辺国との関係を悪化させるままにしてい

る「二つの国」の相似性を指摘するスピーチを行

った。兵器輸出問題に取り組んできた杉原浩司氏

も、5 月の安倍＝ネタニヤフ両首相会談における

安全保障共同声明の危険性とガザ攻撃支持におけ

る犯罪性、そして抗議行動への対応にも現れた日

本政府の姿勢を批判した。 

いよいよ「遠い国の宗教紛争」と歪曲されてき

た問題が、軍事や経済協力、そして命と人権のレ

ベルで私たちと密接な関係を持つようになってき

たのだ。国民教育に「道徳」の教科化を導入する

というが、知る権利を否定し労働条件を切り下げ、

軍需産業依存にまい進する為政者たちのモラルこ

そ問われるべき秋、である。 

委員会としては、あらめて核戦力と原子力双方

の隠蔽された関係を指摘し、「コピペの式典あい

さつ」で被爆者をも侮辱した総理に一矢報いるべ

きと感じている。 

※本稿は、7 月 11 日出版労連定期大会で発表したもの

を元にしている。 

  

 

 

 

 

三十数年住んでいた横浜から、2013 年 5 月に故郷である福島に戻ってきました。というのも、原発

事故による放射能汚染によって、有機農業を営む弟夫婦は収入が激減してしまい、その打開策として放

射線量を測ってその数値を告示した作物を販売する店を出すことになり、私は定年を機にその手伝いを

するため、福島に戻ってきたのです。 

 福島に戻る決断をするまでに 1 年を要しました。放射能によって汚染されてしまった土地に住むこ

とに対しての不安もさることながら、横浜にいた時から「福島のエートス」の活動を聞いていたので、

私が福島に戻ることは「エートス」と表面的には何も変わらないのではないか、安全とは思えないなが

らもそこに住み、そこで採れた野菜を売るということは自己矛盾しないかという疑問が解決できなかっ

たためです。気持ちの整理がつかないままでしたが、開店が近づき移住を決断しました。 

 福島に住んで 1 年が経ち、自分なりに整理したことがあります。それは、核の軍事的、経済的な利

用を継続するがために原発事故の被害を極力小さく見せ、また住民が避難移住しないことを自主的に選

んだかのように思い込ませて放射能による汚染地にとどまらせようとしているエートスの活動とは違い、

私は核と人類（生物）は共存できないということを明確にして、原発など核の利用には反対の意思表示

をしていこうということでした。 

 こちらに来てから知り合った人の多くは、東電や国、県に対しての怒りを抱えながらも、どうやって

大河原 さき（三春町在住） 

 原発事故後の福島に戻って 1年 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』○23  
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それを言葉や行動にしていったらいいのかがわからないと言います。ただ、これだけの被害を受けて、

未だに受け身のままでいていいのかという疑問を感じるのも確かです。 

 

「福島のエートス」（ETHOS IN FUKUSIMA）について 

2011 年 11 月頃、福島県在住者 10 人に満たない会員で立ち上げた団体。「福島のエートス」の会則によると

「ベラルーシでチェルノブイリ事故以降行われたエートスプログラムを参考としながら、住民が主体となって地域

に密着した生活と環境を回復させていく実用的放射線防護文化（以下エートス）の構築を目指す」団体です。 

ベラルーシのエートスプロジェクトは原発推進派の複数の団体で構成され、放射線防護対策ではなく、汚染され

た環境で生活させることをめざす、国際原子力ロビーの意図が隠されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ここが家だ ベン・シャーンの第五福竜丸』 

ベン・シャーン 絵 

アーサー・ビナード 構成・文 

2006年 9月 1600円＋税 集英社 

画家ベン・シャーンの最後の連作が第五福竜丸事件

の絵だ。久保山愛吉を主人公にして描いたが、「彼を

描くというよりも、私たちみなを描こうとした」と彼

は語る。その連作にビナードが文をつけて絵本となっ

た。絵をじっくり見てほしい。出航前の焼津の街にも、

西の空に昇ったにせものの太陽にも化け物がウヨウヨ

いる。死の灰を持ち帰った漁師 23 人は「放射能病」

になった。原水爆をなくそうと人々は動き出したが、

この物語が忘れられるのをじっと待っている人たちが

いまだにいる。            （富山裕美） 

 

『ひとのあかし』 

若松丈太郎 著 アーサー・ビナード（英訳） 

齋藤さだむ 写真 

2012 年 1 月 1700 円＋税 清流出版  

 原発事故後 8 年のチェルノブイリを観察した若松さん

は、自分の住む福島で同様の事故が起きたらと想像して詩

を書いた。それが「神隠しされた街」（1994 年発表）。この

詩を 3・11 以降に何度も読み返して、ビナードさんは「予言

だ」と繰り返しいった。「ひとのあかし」（2011 年 5 月発表）

は、作物を栽培し、生きものを飼育するといった、ひとの営

みを破壊するものを静かに拒否する。見事な英訳と福島で

撮影した写真と共に、違う年代に書かれた 4 編の詩を収

載。「原発事故に意味があるとするなら、それはわたしたち

が変わってゆくためのまたとない機会を得たこと」と

いう、若松さんのことばを反芻する。   （松永彩子） 

書  評 


