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福島第一原子力発電所の過酷事故（シヴィア・ア

クシデント）から 9 カ月後の師走 16 日、ときの野

田首相は、はやばやと福島第一原発は「冷温停止状

態」（工程表「ステップ 2」）を達成したとして、事

故の「収束」を宣言した。福島県民は、これを憤り

をもって迎えた。次の安倍首相は国会で、「地域の話

を聞けば政府として収束と言える状況にはない。安

倍政権として収束という言葉を使わない」と答弁し

たものの、今に到るまで「収束」宣言は公式に撤回

されてはいない。 
それどころか、原発の再稼働に対する前のめりの、

新増設さえ辞さない姿勢や、首相による原発輸出の

中東行脚など、新政権も事実上、事故「収束」とい

う虚構の前提に立っているかに見える。とりわけ、

事故の原因究明や避難住民の帰還を待たず、海外で

の原発トップ・セールスを展開し、しかも、その際

の謳い文句が、〈福島第一原発事故の経験を活かした

世界一安全な技術〉というに至っては、何をかいわ

んやである。いまもなおシヴィア・アクシデントで

苦しむ福島県民に対する愚弄以外の何ものでもない。 
「収束」宣言時点で 16 万人を超える人々が故郷

を追われ、県内外に散っていた。県内にほぼ 10 万、

県外にほぼ 6 万である。あの日、浜通り相双地区の

住民は、地震と津波の恐怖から立ち直る間もなく、

十分な情報を欠いたまま〈原発で何か起こったらし

いから避難せよ〉と指示される。人々は取るものも

取り敢えず、着の身着のままで我が家を後にした。

避難経路の国道や県道には逃げ行く車が溢れ、大渋

滞に見舞われる。しかも、北西に向かった人々は、

拡散する放射性物質と道連れであった。SPEEDI（緊

急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）は

住民に伏せられたままで、活かされることはなかっ

た。 
政府の避難指示も、2 キロ、3 キロ、10 キロ、20

キロ、30 キロと日替わりで拡大された。避難する

人々は村の公民館から隣町の体育館へ、阿武隈高地

の避難所から中通り・会津の公共施設へ、果ては縁

故を頼って日本各地の親戚や知人宅へ、やがて仮設

住宅や借り上げ住宅へと何度も移動を余儀なくされ

た。16 万に上る避難民が、おしなべて一人 5、6 回

の避難を繰り返しているのである。 
それだけではない。被曝弱者である子どもは、そ

の母親とともに県外に避難し、父親は仕事や勤務の

都合で県内に留まる。また仮設住宅の狭隘さから、

老夫婦は子ども夫婦や孫たちと切り離される。かく

して家族は離散し、地域共同体も解体される。そう

した中で、生業や日常を喪った何人かの住民が自ら

命を絶った。居住環境の劣悪さや激変によって、持

病のある人々は死期を早めた。郷土の山河に抱かれ

ての生き甲斐ある日々を奪われた高齢者は、体調を

崩す。「事故を起こした福島第一原発を含めて、事故

による死亡者が出ている状況にない」という与党幹

部の発言に、心が震える。事故後 2 年半に手が届こ

うとする今も、15 万人を超える住民が、なお故郷を

追われ、苦難の生活を強いられているのである。 
あとにした被災地では、家畜は餌を絶たれ、餓死

福島にありて福島を想う

吉原 泰助（福島県 9 条の会代表・福島大学元学長）
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していく。農民は農地から切り離され、田畑には雑

草が生い茂り、直ちに耕作を再開することが不可能

なほど土壌の劣化が進む。漁民は近海漁場での操業

が成り立たず、生業を絶たれている。その他の住民

も店や職場を失い、流浪の生活を強いられている。

人里では、山地に棲息していた猪や猿など野生の動

物が降りてきて繁殖し、我が物顔に走り回る。放射

線量も依然として高い。やがて一時立ち入りを許さ

れた住民は地震で倒壊した、あるいは津波で土台だ

けとなった、あの日のままの家並みを目の当たりに

する。 

放射性物質に閉じ込められた過去の断面は、ヴェ

スヴィオスの火山灰に埋もれた古代都市ポンペイを

も連想させる。かろうじて踏みこたえた家々も、ネ

ズミやシロアリに食い荒らされ、日夜夢見てきた帰

宅への意欲を削ぐ。社会的インフラや日常生活に欠

かせない諸施設、あるいは勤務先が消失した町や村

を、在りし日の姿に再建する道のりは遠く遥かで、

険しい。それでも、人々はあの懐かしい山河に想い

を馳せ、帰還の日の到来を待ち焦がれているのであ

る。 

幸いにして 30 キロ圏外にあって、自宅に留まる

ことができた県民も、放射線に喘いでいる。30 年ほ

ど前になるだろうか、私が福島大学経済学部の学部

長をしていた頃、オープン・キャンパスで訪れた高

校生に、経済学が日常生活に深く関わる学問である

ことを説明するため、テレビで毎日必ず流れる情報

が、〈天気予報〉と〈外為市場・株式市場〉であるこ

とを挙げたことがある。ところが、いま福島では、

毎日、テレビの天気予報に続いて、県内主要自治体

の環境放射線測定値が地図の上に示される。福島民

報社、福島民友新聞社地元 2 紙には、市町村ごとに

何箇所かの地点のシーベルトや各種農産物などのベ

クレルが、１頁全面を割いて株式欄よろしく列記さ

れている。 

つまり、福島県民にとって、放射能は日常化して

いるのである。私が住む福島市は第一原発からの距

離が 60 キロ以遠のところにあるが、420 基のモニタ

リング・ポストが設置されていると聞く。市役所の

各支所では、据えられているテレビに全支所で測定

された線量が常時テロップで流されている。当然の

ことながら、放射線は目に見えない。高村光太郎の

詩で広く知られるようになった、我が家から仰ぐ「智

恵子のほんとの空」「阿多多羅山の上に毎日出ている

青い空」は、今も突き抜けるように青い。しかし、

安達太良山の岩襞には降り注いだ放射性物質が残り、

低線量となってきてはいるものの、風に吹かれて浮

遊している。 

市街地や集落の除染は遅々として進まない。公共

施設は優先されるが民家は後回しである。幸い除染

の順番が回ってきても、仮置き場ができるまではと、

汚染土壌などを箱詰めにして庭の片隅に保管せざる

を得ない。人家から離れた辺地に仮置き場が見つか

ったとしても、人々は 3 年以内に中間貯蔵施設に移

すという約束を信ずる以外にない。原発立地町村に

計画されている中間貯蔵施設に至っては、30 年以内

に県外の最終処分場に持っていくという空約束に、

善良な県民は疑いながらも縋り付く。 

居住地周辺の山林は、人家から 20 メートルの外

は除染対象外となっている。だから、山の樹木や樹

下に積もった落ち葉には放射性物質が付着したまま

で、風向きによって人家に舞い降りてくる。子ども

たちは、長時間戸外で遊んだり運動したりすること

ができず、心身の発育に差し障りが生じてくる。大

人たちは見かねて、大きな空間のある建物に屋内遊

技場を設け、何とかしようと試みている。 

書店では、特設の原発関連コーナーで、若いお母

さんたちが《被曝による乳幼児の甲状腺がんの知識》

や《子どもを内部被曝から守る食事の手引き》とい

った類の本を手にして、貪るように読んでいる姿を

見かける。東京の大手書店の原発特設コーナーは、

福島駅西口に設置されているモニタリング・ポスト 

（2012年 7月 21日 出版労連震災ボランティア運営委員会撮影） 
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野田首相が「収束」宣言を出したからではあるまい

が、あの年の瀬、姿を消した。もちろん、成人とて

内部被曝は他人事ではない。何箇所かで、ホールボ

ディカウンターによる測定も行われている。とはい

え、すべてではないが、多くの大人はこの検査に関

心を示さない。正確に言えば、内部被曝や低線量被

曝の現実から目を逸らしている。無知なわけではな

い。〈そんなことを気にしていたら、食べたり息をし

たりできやしない。日常が成り立たない〉と腹をく

くっているだけである。 

原子力は素人であるが、より深刻なのは、福島第

一原発の現状とその後である。水素爆発で吹き飛ん

だ建屋は、一部が応急措置の覆いで外界と隔てられ

ているだけである。4 号機の使用済み核燃料プール

も、これまた応急の支柱で補強されたに過ぎない。

溢れ出る汚染水はたびたび漏洩問題を起こし、貯水

タンクは敷地に林立、これも空間的限界に近づきつ

つある。原発建屋からは高レベルの線量を帯びた湯

気が立ち昇ったこともあり、その原因も定かではな

い。事故当初に匹敵するベクレルを示す高濃度の汚

染地下水が遮水壁を越え、日々300 トンの割合で沿

海に流出している。大量に放出され飛散したセシウ

ム 137 や漏れ出たプルトニウム 239 の場合、半減期

は、前者が 30 年、後者が 2 万 4000 年だという。そ

うした放射性物質が原発立地町村を中心とした福島

の山野や街並みに、あるいは近隣海域に残留してい

るのである。 

人々の頭には、原子力に関わる〈にわか仕込みの

知識〉が不安とともに溜まり、「雪が降ると線量計の

数値が雪に遮蔽され下がる」というようなことが、

日常会話で話題になったりする。 

東電の隠蔽体質、「安全文化」の欠落は事故前と変

わらず、対策はいつも後手に回る。国とて同類であ

る。県民の東京電力や国に対する不信は頂点に達し

ている。メルトダウンあるいはメルトスルーした溶

融核燃料がどうなっているかも、放射線の障壁に隔

てられ皆目わからない。それどころか溶融核燃料の

最終処理の技術、すなわち知事以下県民全体が求め

る県内の全原発廃炉のための技術も、未だに確立さ

れていない。もっとも、使用済み核燃料の最終処理

の方式さえ不確定なのだから、溶融した核燃料の取

り出しや最終処理の技術が見通せないのも当然であ

る。全く当てにならない政府の廃炉までの中長期ロ

ードマップによると、その工程は 30 年から 40 年だ

という。 

さらに言えば、崩壊した核燃料をガラス固化し、

それをステンレス容器に入れて地下数百メートルの

地層に埋め、生命環境から隔絶しておく年数は 10

万年を要し、歴史の尺度を遡ればネアンデルタール

人から現代に至る人類史的スパンだという。こうし

た代物を、福島が気の毒だといって引き取ってくれ

る自治体が出てくるとは到底思えない。 

野田首相は就任早々の記者会見で、「福島の再生な

くして日本の再生なし」と公言した。これを聞いた

とき、私の頭をよぎったのは、核密約付き沖縄返還

によってノーベル平和賞に輝いたあの元総理の「沖

縄の返還なくして日本の戦後は終わらない」と言っ

た言葉である。私の中で、復帰 40 周年を目前にし

た沖縄と、40 年後の福島とが重なり、暗澹たる思い

に駆られたのである。その危惧は、いまや現実のも

のとなりつつある。 

安倍首相も今回の参議院議員選挙の第一声に福島

駅前を選び、「福島の復興なくして日本の再生はな

い」と声を張り上げた。その時、聴衆の中に、「総理、

質問です。廃炉に賛成？ 反対？」というボードを

持った女性がいた。彼女は、議員秘書と警察官を名

乗る男性数名に囲まれ、その質問ボードを取り上げ

られた。その上、職務質問まで受けたのである。近

郊にあるお寺の副住職の奥さんで、5 児の母だとい

う。女性は恐怖のあまり、泣きながらその場を立ち

去ったと報じられている。「被災地に寄り添う」とい

う言葉の陰に潜む権力の非情な本性――それを垣間

見たと言えば過敏すぎるだろうか。 

保守政治家の頭には、戦勝国＝国連常任理事国＝

核保有国＝一流国家という思考回路が張り巡らされ

ている。彼らが核武装を見据えて、政官財のみなら

ず学界・メディア・司法まで巻き込んで推進したの

が国策としての原子力政策であり、核オプションこ

そ原発推進の基調低音である。それゆえ原発事故が

起きても、「原発は潜在的核抑止力」だから維持され

るべきだという発言が臆面もなく出てくる。改憲タ

郡山市内に設置された除染実施を知らせる看板 

（2012年 3月 11日 出版労連原発問題委員会撮影） 
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カ派政権の理不尽さの根源は、結局のところ、そこ

にある。東電だけをスケープゴートにして国家が責

任を回避し、福島や被災住民を切り棄てることを許

すわけには行かない。 

そして、何よりも、一日も早い原発「巨大人災」

の収束と福島の真の再生、ひいては、一刻も早い核

の廃絶と原発ゼロの実現、これらが求められる。 

県内では、そのための多様な運動が組織され、繰

り広げられている。 

（2013.8.10） 

【参照】拙稿「『安全神話』の果てに」『法と民主主

義』民主法律家協会、2011 年 6 月号所収（福島県 9

条の会編『福島は訴える』かもがわ出版、2011 年

11 月に再録）

7 月 23 日に原発問題委員会と平和共闘・平和憲法

特別委員会、MIC の共催で「脱原発や戦争反対を口

にできなくなる！ 自民党改憲草案憲法 21 条の問

題点」と題した学習会が開かれた。 

その日の前前日は、参議院選挙の投票日であった。

結果は、民主党の議席が激減し共産党は 6 議席から

11 議席に伸びたが、自民党はマスコミの「予想」ど

おりに議席を増やし、みんなの党や維新の会などを

合わせると、改憲派がついに参議院議員数の 3 分の

2 を占める状況となった。安倍首相は、早々に国民

投票法への要件を整備する旨を発言した。 

学習会は、谷内俊文さんが撮影した福島の 20 キ

ロ圏内の警戒地域のフォトスライドショーから始ま

った。スライドは CD プレイヤーから流れる音楽と

ともに映し出されているが、画面は、避難命令が出

てとりあえず着のみ着のまま避難したのが伝わる無

人の映像。生活臭はするのに時が止まった家屋の室

内。地震で壊れた家に生い茂った植物や置いてきぼ

りとなった動物たちの死骸に「原発事故を忘れてい

たんだろう」「何も収束してないぞ」「おまえは何を

しているんだ」と責められている気持ちになった。 

講師の梓澤和幸弁護士は、熱く語る。このまま自

民党の憲法改悪を許してしまえば、「公共の福祉に反

する」として脱原発や戦争反対を口にできなくなる

と話す。 

もし選挙前に、大手マスコミが自民党大勝の「予

想」ではなく、自民党石破幹事長の 4 月のテレビ番

組での問題発言、すなわち自民党憲法草案への「改

正」後に国防軍兵士が戦場への出動命令を拒否した

ら「死刑」「懲役 300 年」とする、との発言を問題

視し、大々的に報道していたら、国民は憲法改正問

題の重要性に気づき投票率はもっと上がり、自民党

への批判票が増えて 7 月 21 日の選挙結果は変わっ

ていたはずだという。なのに、マスコミは昨年末の

衆議院選挙の時と同様に自民「優勢」「大勝」としか

報じないから、多くの国民はあきらめてしまい選挙

に行かなくなり投票率が下がった。自民党の憲法改

正案の危険性を発信していかなければ改憲勢力に呑

まれてしまう。梓澤弁護士はそう熱弁をふるった。 

実際に安倍首相は、参議院選挙の翌日早くも 96

条の改正と国民投票法の条件整備に入ることを宣言

し、政府は 8 月 15 日に秘密保全法を臨時国会に提

出することを発表した。秘密保全法は情報漏えいの

罰則強化が柱で「国民の知る権利」の制限や報道機

関の取材の自由への侵害が懸念される。また、首相

官邸主導で外交・防衛政策を進める国家安全保障会

議（日本版 NSC）の年内創設を目指し、事務局とし

て国家安全保障局を設け、米軍などとも機密情報を

共有するため情報管理を徹底しなければならないと

して秘密保全法をつくるのだという。 

さらに従来の憲法解釈を大きくはずれ、集団的自

衛権の行使が可能と発言する小松一郎氏を内閣法制

局局長に就任させたうえで、小野寺防衛相が年内に

策定する防衛大綱に、集団的自衛権の行使容認の立

場での意見を反映すると発言。これは憲法改正を待

たず解釈改憲により海外で戦争をする国にしようと

する非常に危険な動きである。 

昨年末衆議院選挙に 96 条の改正を公約に掲げた

安倍政権。しかし 96 条の先行改正は、「硬性憲法」

という性格を捨ててしまうのかという問題がある。

また、立憲主義に反するなどとして野中広務や古賀

誠などの保守長老政治家や改憲論者の慶応大学小林

９条の大きさを実感する 
―梓澤和幸弁護士の学習会に参加して― 

小日向 芳子（中央法規出版労働組合） 
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節教授からも批判を浴び、全国で「96 条の会」がで

きるなど改憲に対する批判は広がりを見せている。 
いま憲法を守るうえで必要なことは、想像力と共

感力だと思う。 
梓澤弁護士は、国家弾圧による特高の小林多喜二

への拷問のすさまじさを語る。また、拷問死した小

林多喜二の無念さを思い死体を激励する母を朗読劇

さながら演じてみせて、参加者が思わず涙した。 
8 月の「敗戦記念日」近くは戦争にまつわる様々

な番組が放送された。ＮＨＫでは「従軍作家」を取

り上げていた。火野葦平などの作家が戦闘渦中の兵

隊を描きプロパガンダとして文学が利用された。火

野は戦地から送った従軍記『麦と兵隊』が評判を得

て人気作家となる。しかし、戦後世間の批判の的と

なり自殺する。太平洋戦争中、文芸銃後運動を発案

した菊池寛は、戦後公職追放になったが、こう言っ

ていたそうである。「我々は誰にしても戦争に反対だ。

然し、いざ戦争となってしまえば協力して勝利を願

うのは、当然の国民の感情だろう」。恐ろしいことだ

が当時多くの人がこのような感情となっていたので

あろう。 
21 世紀になって 10 年以上を経たが、いま憲法を

変えて自衛隊を国防軍としようする人たちの頭の中

では、すでに日本が戦争状態に入っているのではな

いだろうか。いま日本には憲法 9 条がある、いまだ

ったらまだ踏みとどまれる。あらためて 9 条の大き

さを実感した。みんなで、踏みとどまろう。 
 

当委員会は来期で 3 年目になります。 
3・11 直後のことを思い返してみますと、今でも

怒りがこみあげてきます。テレビでぼんやりした会

見を繰り返すオジサンたち。彼らによって運用と規

制がなされてきた原発。すぐさま止めなければと思

いました。その怒りは今でも持続しています。 
2 年目の委員会は、学習会やニュースの発行、ブ

ックレットの刊行、読書会の開催、デモや署名の呼

びかけなど、1 年目に引き続き行いました。学習会

は被ばく労働をテーマにしたものを 2 回行いました。

また、近現代史研究者の成田龍一氏を迎え、「3.11
を経て、あらためて『戦後知』『戦後像』を考える」

という全 5 回のゼミナールを開催しました。1 年目

にも増して活発な活動ができたと思います。 
そのようななか、自民党（公明党を含む）政権は

原発について、目先の利益にとらわれて再稼働に舵

をきりました。さらに、憲法改悪を中心として「全

体のために個人の権利を奪う」政策で、文句を言わ

ない従順な国民を育成しようとしています。そうや

って躾けられ従順にさせられてしまった国民は、従

順ではない人々を過剰に攻撃します。「ブラック企

業」ならぬ「ブラック国家」体制ができつつありま

す。 
先日、「客にダンスをさせた疑い」でクラブ経営者

が逮捕されたというニュースが流れました。これは

風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律）の適用厳格化の問題ですが、冗談ではな

くこの国で本当にあったことです。このような奇妙

な規制強化にも、得体の知れない恐怖を感じます。 
3 年目の委員会は、このような情勢で、原発問題

に取り組んでいるということを意識していきます。

より多角的な分析が必要です。労連内の他の委員会

や専門部のお知恵をお借りしたいところです。これ

まで以上に学習会の共催や他の委員会や専門部から

のニュース原稿の執筆など、ぜひともご協力お願い

いたします。また、委員会への参加も歓迎します。

お試しの 1 回だけの参加でも結構ですので、少しで

も興味がありましたら、委員会までお知らせくださ

い。 
学習会の共催といえば、7 月 23 日に、熱血人権派

弁護士、梓澤和幸氏を迎えて、当委員会、平和共闘

委員会、平和憲法特別委員会、さらに MIC の 4 者

共催で行います。チラシが入っているので後でご覧

ください。 
ちなみに、原発問題委員会が発行するニュース「原

発のない未来へ」がお手元にあるかと存じます。通

常の 21 号に加え、特別号としてこれまでの活動を、

ニュース編集委員が振り返ったものを、この大会の

ために用意しましたのでご覧ください。また、ニュ

ースを編み直し、2 冊のブックレットを発行してお

ります。本日も販売しております。自慢になります

が、先日の出版研究集会全体会で、大江健三郎氏に

原発は紛れもなく労組の課題

米森 俊輔（原発問題委員会） 
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第 1 冊目の「まだ、何もはじまっていない」を、壇

上でお褒めに与りました。この 5 月に刊行した最新

の 2 号とともに、単組での複数冊購入も受け付けて

おります。 

 

2 度にわたって行った被ばく労働問題の学習会か

ら、立場の弱い日雇い労働者が多重下請けの最下層

で、最も危険な作業に低賃金で従事しているという

実態があることを知りました。そこで浮かんだのが、

電力会社の労働組合は何をしていたのだろう、とい

う疑問です。さらに、ひるがえって私たちも、無理

な刊行点数・スケジュールで非正規や外注先を泣か

せていないかということを考えさせられます。無理

な構造と計画は、必ず誰かにしわ寄せが行くと知る

べきです。 

「人間らしい働き方」は正社員だけではなくすべ

ての労働者のものです。原発問題は、労働組合のモ

ラル、また、ひいては出版産業のあり方を問うてい

る問題だといえます。モラル無き労働組合は「ブラ

ック企業」の片棒を担ぎ、「ブラック国家」の形成を

大いに促進するでしょう。 

原発事故は多数の犠牲者を出し、今も被災地を苦

しめていることを絶対に忘れてはならないと思いま

す。そのような見ぬふりなどできないはずの事実が

現にあります。（運動は）長期戦と言いながら、一刻

も早く、もう二度と事故を起こさないという体制が

整えられなければならないという矛盾を抱えていま

す。活断層か地すべりか、という議論をしている間

に次の大地震がやってくるかもしれません。原発問

題委員会は、様々な議論を原発問題とからめて集約

する場としての機能を持ちます。多角的な議論をし

つつ、今現実に起こっている原発を巡る情勢を注視

し、深く掘り下げ、学習会や署名、デモの参加など

直接的な行動につなげ、原発ゼロ、人々が安心して

のびのびと生きることのできる社会づくりを目指し

たいと思います。 

（※本稿は 2013 年 7 月 13 日、出版労連定期大会の

特別代議員として発言した原稿である） 

出版研究集会の分科会「書店から見た「原発本」

の 2 年――ブームと風化、そしてこれから」（6 月

28 日）の企画と進行役を務めた。当日の報告と議論

を一口にまとめることは難しいが、事故後２年を経

た福島の現実と、それに対して出版に何ができるの

かを考えたいと願う、静かな熱気が司会席からも感

じられた。 

この分科会を企画するにあたっての目論見のひと

つは、このニュース「原発のない未来へ」の表題に

も掲げられた「出版に働くものだからこそ」の真価

を問うことだった。 

いうまでもなく、自らの立脚点から原発に反対す

る意味と役割を捉えようとするこのスローガンは真

剣なものだし、この言葉を掲げた原発問題委員会を

誇りにも思う。しかし他方で、それが何の葛藤もな

く導き出せる答えでもないだろうとも考える。いう

までもなく「出版で働く」とは食い扶持とするとい

うことであり、そこには利潤という動機と、雇用と

いう前提が存在する。原発本ブームは、読者の関心

や出版社の使命感の結実であると同時に、商業的意

図抜きにも当然ありえなかった。そしてそれが、総

体として被災地や被害者のためになったのかといえ

ば、誰にもわからないのだ。 

商業出版だからよくないなどというつもりはない。

むしろ労働運動の原点に立ち戻るなら、私企業の一

員たる「私」や賃労働者としての「私」と、市民と

しての「私」の利害が一致しないのはむしろ普通の

ことだ。端的に、親会社や株主、得意先に電力会社

や原発メーカーを持つ出版社があってもおかしくな

い。そこで働く労働者やその労働組合にとって「原

発反対」は迷いなく出せる結論ではありえないはず

だ（この例は極端だろうか？ しかし、経産省の「コ

ンテンツ緊急電子化事業」が復興予算の浪費である

ことに、当然気づいていたであろう出版関係者が誰

も異を唱えなかったことと、本質的な違いがあるだ

ろうか）。こうした立場性の分裂は、労働組合の本質

にかかわるものであり、避けるのではなく直視すべ

きものだと思う。 

「原発本」ブームに対する、書店と出版社という

異なる立場の視差を通じて、こうした分裂をより相

「出版に働くもの」の倫理 

岩下 結（原発問題委員会／大月書店） 
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対化して見ることができるのではないか。それが今

回の意図だった。 
同じく本を飯の種としてはいるが、書店にとって

は原発賛成も反対も商品として等価だ。さらには、

原発にまったく無関心な読者も等しくお客様である

（「ニーズの平等」）。毎日搬入される新刊を捌き、売

れる本を並べ、売れないと判断した本を返品しなが

ら、書店員たちは、作り手の「出したい本」と読者

の「読みたい本」とのすれ違いを日々感じているの

ではないか。その実感を知ることが、「読者」や「ニ

ーズ」の実像に一歩迫るうえでも必要に思われた。 
「原発本」の多くが、作り手の危機感や使命感か

ら生まれたことは疑いようがない。しかし、それが

無数に生まれる状況の中で、「誰のために」作るのか

ということが深く問われていただろうか。類似本の

氾濫は、読まれるべき本を埋もれさせてしまうだけ

でなく、問題の“消費”とより深い忘却――未解決

であることを誰もが知りながら、考えることに疲れ、

あるいは飽きてしまうこと――を招くのではないか。

自分はこのような懸念を提起したが、大籔宏一さん

（紀伊國屋書店）は、よりはっきりと「果たしてそ

れだけのニーズがあったのか」と問うた。 
他方、古川博さん（福島市・西沢書店）は、出口

なき放射能被災のなかで、多くの人が放射能の問題

をあえて考えないようになっている福島の実情を切

実に語った。そうした人々に、それでも読め、と言

えるような「原発本」がいま存在するだろうか。 
大藪さんはまた、いわゆる脱原発派にも、自分の

耳に心地よい主張の本しか読まない読者が多いこと

を危惧する。これを作り手の側からみれば、異なる

立場の人をも揺さぶるような本ではなく、固定した

「市場」向けの本ばかり量産していてよいのかとい

う問いになるだろう。 
こうした中で、否応なく進んでゆく忘却に抗う道

はあるのだろうか。終盤、大籔さんから「時間軸」

という視点が提起され、古川さんも半藤一利さんの

『昭和史』や古典の再評価にふれられた。ここに自

分は、全体集会での大江健三郎さんの講演に通じる

ものを感じた。大江さんは、われわれの依拠すべき

「倫理的根拠」を次世代への責任としたミラン・ク

ンデラの言葉を引き、「さようなら原発集会」では「わ

たしらは侮辱の中に生きています」という中野重治

の一節で、戦前戦中を生きた人々の経験と現在とを

つないだ。 
過去と未来、双方への責任のもとに、日々の営み

や行動の意味を問いなおすこと。それが、安易な決

断主義ではなく、迷いと振幅の中で私たちの見出す

べき準拠点となりうるのか。 

考えてみれば、書店にはあらゆる時代の著作が存

在する。「最新」「流行」を競う新刊台の陰で、それ

ら過去の著作も重要な商品群を構成する。過去と現

在が常に出会い続ける場が書店であり、そうした出

会いを可能にするのが本というメディアなのだ。 
当たり前すぎることのようだが、私たちが過去の

人々の経験を知ることができるのは、彼らが（ある

いは後世の誰かが）本を書いたからだ。戦前戦中だ

けではない。水俣やチェルノブイリでも、人々が何

に苦しみどう対処したか、読むことで私たちは追体

験できる。 
同様に、現在の日本で起きていることを記録した

本が、いつか未来の人々に読まれ、参照されるかも

しれない。それは作り手がまったく意図しなかった

文脈かもしれないし、著者も版元もそのときは存在

しないかもしれない。しかし、読むことで何らかの

変化がそこに生まれる可能性はある。 
ブームと風化を循環的に生み出す構造は容易に変

わらないだろう。それでも、その中から、それを越

えて残る本を作りたいと願うことはできる。その試

金石となるのは、過去と未来の人々のまなざし――

彼らへの応答たりえているか、ということかもしれ

ない。きわめて主観的ながら、自分が受け取った示

唆はこのようなものだ。参加者の皆さんがどのよう

な感想を持ったかはわからない。それぞれの日々の

仕事に、何かしら持ち帰ってもらえるものがあった

のならば企画者として嬉しい。 
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国民教育文化総合研究所放射能プロジェクトチーム 編著 

2013年 3月 600円＋税 

アドバンテージサーバー 

文部科学省が配布している「放射線等に関する

副読本」は、原発事故について触れていない。そ

のことに危惧を抱いた教育現場の声からうまれ

た本。執筆者の一人・伊藤書佳さんは、チェルノ

ブイリ事故時の子どもたちの反原発運動を『超ウ

ルトラ原発子ども』（ジャパンマシニスト社）に

まとめ、1989 年に出版した。重版されて現在入

手可能。ぜひ二冊一緒に読んでほしい。 

（宮地 香奈）                           

東 浩紀 編 

2013年 7月 1400円＋税 

ゲンロン 

「ダークツーリズム」とは、かつて惨事の起こ

った場所を訪問すること。1986 年 4 月に起こっ

た原発事故の「今」の記録がここにある。この本

に収められた現地の写真は、当時の夢や希望、絶

望を淡々と語る。それを知ることは「原子力」に

向き合うために必要だ。チェルノブイリの「今」

は福島の未来の姿かもしれないのだから。 

（小野 孝則）                     

書  評 

 みんなの放射能入門 

―原発事故の被ばくを避ける 

 チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 

思想地図β vol.4-1 




