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解　題

　以下に掲載する 2つの論稿は、2011年に中国で行った報告の原稿に若干の

加筆と修正を加えたものである。第 1の「3・11後の環境・エネルギー問題を

考える」は、8月 30日に開催された、北京・中央編訳局におけるセミナーで

の報告原稿であり、第 2の「3・11後の環境・エネルギー問題を考える―日本

の経験から―」は、10月 27日に開催された、中国江西省の江西財経大学にお

ける国際シンポジウムで報告したときの原稿である。いずれの報告においても、

時間の制約から原稿のすべてを報告することはできず、その一部を省略した。

　これらの論稿のうち、第 2の「3・11後の環境・エネルギー問題を考える―

日本の経験から―」は、報告原稿とほぼ同じものである。けれども、第 1の「3・
11後の環境・エネルギー問題を考える」については、準備した元原稿からの抜

粋を「ですます調」に書き換えて転載することにより、報告原稿では省略した

一部の記述を補足した。補足したのは、「1. 歴史的転換点としての 3・11」と、

「3. 原発公害」の第 1項・第 2項である。これらの部分は、表題のみを提示し

て内容にはふれないことにしていた。当時の認識を示すという意味もあるので

補足をしたが、当初の報告原稿と補足した部分との区別はすぐにつくはずであ

る。その他の部分については、冒頭のあいさつ部分を簡略化し、誤植の訂正や

表現上の若干の削除・補正をした以外は、基本的に報告原稿のままである。
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　いま示唆したように、これらの報告原稿のいずれにも、その元となった基礎

原稿があった。8月の北京での報告の際にも作成したし、10月の江西財経大

学での報告の際にもさらに拡充したものを作成した。これら 2つの元原稿は

かなり長文のものであり、内容的に多くの報告原稿との重複を含んでいる。し

かも、事態の変化が急速なだけに、それらの原稿の記述内容はどんどん古くなっ

てゆく。そのため、これらの元原稿を編集して掲載するのは控えることにした。

いずれ整理して公表することとしたい。

　これらの報告をするにいたった経緯については、なお若干の補足をしておい

たほうがよいかもしれない。というのは、このような論題で報告をすることは、

2011年初頭の段階ではまったく予定していないことだったからである。わた

しは毎年少しずつ東アジア共同体の形成に寄与する仕事を積み重ねてゆきた

いと考えてきた。2011年にもこの課題と関連する仕事を予定していたが、3・
11を迎えるまでそれは、別誌（『駒大経営研究』第 43巻第 3・4号）に掲載

する「東アジア共通通貨について考える」という論稿への取り組みのみであっ

た。報告のあとその内容を拡張し敷衍するような仕事を継続することになろう、

と考えてはいた。けれども、そのほかにも重視すべき課題が数多くあるなかで、

東アジア共同体にかかわる仕事はこの課題だけに限定しようと決めていた。し

かし 3・11の衝撃を受けて、わたしは当初の予定を変更することにした。福

島第一原発の事故は、原子力問題に対するそれまでのわたしの姿勢を厳しく問

うものだったからである。

　わたしは産業政策や科学技術政策の研究を副次的な研究課題と位置づけてき

た。とくに 1995年以降、「科学技術基本法体制」あるいは「新省庁体制（2001
省庁体制）下の科学技術基本法体制」と名づけたレジームに関する研究は、重

要な研究課題の一つともなっていた。けれども、3・11を迎えるまでは、原子

力発電について論じた論著を公表したことはなかった。原子力発電が大きな問

題を抱えていることは知っていた。科学技術政策や学術政策にかかわる分野だ

けでも、膨大な政府資金を費やしてきたことといった、かなり以前から意識し

ていた問題は多くあった。科学技術関係予算が急速に拡大するなか、原発にか
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かわる分野で巨額の「多国籍企業による税金の吸い上げと浪費」が起こってい

ることもわかっていた。原発関連分野が肥大化するなかで、再生可能エネルギー・

自然エネルギーの利用と開発が抑制されてきたことも認識していた。政権交代

後の事業仕分けのなかで原子力予算の見直しがなされないのを、不合理なこと

だとも思っていた。しかし、それらのことについては、若干の発言をしたこと

があるという程度にとどまっていた。私的な会話、あるいは小さな研究者集団

のなかでの発言以上のことはしてこなかったし、できなかったのである。

　別の機会にも記したが、身近に一流の専門家が多くいたこともあり、原子力

の専門家ではないということからくる遠慮も、その理由の一端にはあった。け

れども、フクシマの悲劇に直面して、以前のような姿勢を取り続けることはで

きないという思いは、しだいに強くならざるをえなかった。わたしは自分が間

違っていたと思うようになった。自分も原子力発電の危険性を過小評価してき

た人間の一人だったのだ、と考えるようになったのである。

　3・11後、わたしはあらためて書棚にある原子力関係の図書や資料を取り出

して読み直し、少しずつ新しい文献を入手して再考し始めた。その結果、2011
年の 7月から 8月にかけて、2つの方面での取り組みを開始した。その一つは、

政権交代後の日本でなぜ原子力発電に対する前のめりの政治が再開されて強化

されていったのかを究明し、従来の路線の転換を求めることである。この方面

の仕事は、7月 16日に開催されたシンポジウムでの「新成長戦略と産業構造

ビジョンの再考を―第 4期基本計画におけるグリーンイノベーション構想の検

討を中心に―」と題する報告において、その一部をすでに行った。取りまとめ

作業の都合で遅れてはいるが、この報告に加筆と修正を加えたものはすでに刊

行し終えているはずのものである。いま一つは、将来の東アジア共同体の形成

を展望して、東アジアにおける原子力発電の負荷を減らすための努力を開始す

ることであった。ここで公表する資料は、この方面に関する仕事の一部である。

　以上の部分を含むこの「解題」をいったん書き上げた 11月 28日、福島第

一原発で事故後の陣頭指揮にあたっていた吉田昌郎所長が病気により入院し、

12月 1日付で退任することになったという趣旨のニュースが、各種マスコミ
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によって報道された。吉田所長は日本の原発における現場の指揮者の人格と行

動を象徴する働きをした人である。江西財経大学での報告の元原稿において

も、「現場の指揮者として彼の能力は高く評価されている。退任後の菅前首相

は『東電できちんと話ができたのは 2人しかいなかった』と述べたが、その

うちの一人は第一原発の所長であった」と記し、吉田所長の役割を視野に入れ

た考察をすでにしていた。そのわたしにとって、吉田所長の入院と退任という

ニュースはショッキングなものであった。あらためて考えさせられた問題も多

くあった。吉田所長の回復を祈るとともに、そのなかのいくつかの問題につい

ては、なお若干の付記を加えておくべきではないかと考えた。以下、 終段落

の前に挿入的な記述をさらに加えることになるが、ご宥恕いただきたい。

　「原発事故だけが原発公害ではないが、いったん事故が起これば、それは深

刻な公害の一つとして多数の人々を苦しめる」という認識は、もっと多くの人々

によって共有されるべきであるように思われる。原子力発電所は公害の一大発

生源であり、巨大な原発事故は公害の深刻な現象形態の一つである。したがっ

て、原発事故には「汚染者負担の原則 （polluter pays principle: PPP）」を適用し、

将来の事故の発現を予防しなければならない。フクシマの原発事故の責任企業

は明確である。それは東京電力 （以下「東電」） にほかならない。ところが、あ

る意味では不思議なことなのだが、東電にはこの汚染者負担の原則はまともに

適用されていない。

　その理由の一端には、日本政府の手厚い保護なしに東電も原子力発電所の建

設と運営はできなかった、という日本の歴史が作用しているのかもしれない。

かつての自民党政権にも責任はあるし、そのような政権を選択してきた日本の

国民にも責任があるといったかたちで、東電の責任があいまいにされるのであ

る。けれども、「一億総ざん悔」的な対応は、明らかに間違っている。国民の

すべてが原発に賛成してきたのではないし、かつての自民党政府やその政策を

支持し続けていたわけでもない。汚染者責任をあいまいにし、PPP に照らして

深刻な事故による放射能汚染の原因企業に責任をとらせることを回避するなら

ば、それは原発による事故と汚染が今後も日本で起こり続けることを容認する
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ことにつながる。将来の世代に対してあまりにも無責任だということになろう。

　東電には福島原発の事故を未然に防がなければならない責任があった。不幸

にして深刻な事故が起こった以上、それによって生じた被害と損失を賠償する

責任もある。それが企業の社会的責任というものである。にもかかわらず、東

電はその責任を回避しているとみなさざるをえない行動をとり続けている。環

境法体系の不備も作用しているのであろうが、政権が交代したにもかかわら

ず、政府も半ばそれを容認しているようにもみえるのである。

　東電の責任回避の姿勢は、吉田所長の入院と退任をめぐっても露わになった。

報道によれば、東電は病名も放射能の被爆線量も個人のプライバシーを理由に

「公表できない」とし、病気と被爆線量との因果関係についても「ないものと

みているが不明」と話した、という。※ このような対応の仕方は、3・11前の

東電の経営姿勢からみれば当然といえるものなのかもしれない。東電を含む日

本の電力会社には、原子力基本法の「公開の原則」にも反する、都合の悪い情

報を隠蔽する体質があったからである。しかし、3・11後の今日、このような

体質と姿勢に対しては、厳しい批判の目が向けられざるをえない。

　3・11の前には、「心筋梗塞」といった病名をつけることで、原発労働者の

死亡事故は隠蔽されていた。そのような情報隠しと情報操作を前提として、日

本では「原発事故で死んだ人はいない」などという「専門家」たちの発言もな

され続けてきた。そのような状況を続けることはもはや許されない。にもかか

わらず、今回の吉田所長の入院と退任をめぐる事態は、3・11前の状況に根本

的な変化がみられないことをあらためて示した。病名を公表せず、病気と被爆

線量との因果関係を「ないもの」とか「不明」というような発表しかしないと

いうことは、批判され続けてきた隠蔽体質をまたも露わにしたものといわざる

をえない。今年 5月に福島第一原発で作業にあたっていた作業員が死去した

とき、その死因は「心筋梗塞」とされた。その発表には多くの疑念が抱かれて

いる。吉田所長の病名隠しや因果関係の認定における東電の姿勢においても、

自社の過去の歴史に対する反省を感じ取ることはできない。東電は企業の社会

的責任をないがしろにしている。
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　吉田所長が大量の放射能を浴びていたことは周知の事実である。病気と被爆

線量との因果関係について「ないものとみている」というような対応で終始す

ることは許されない。中長期的な視点からみるならば、吉田所長は日本の原発

政策と東電という地域独占企業の犠牲者の一人といわざるをえないのではなか

ろうか。東京電力には、吉田所長の入院と退任に対する責任がある。吉田所長

の指揮のもとで事故の収束のため努力してきた社員や従業員、多くの下請け企

業の作業員の健康に対する責任もある。東電は、正確な情報を開示し、社会的

責任を果たさなければならない。それは東電がなすべき基本的な責務であろう。

　東電は、福島第一原発の深刻な事故という、世界史上に残る一大公害事件

の責任企業となった。繰り返しとなるが、原発事故は公害現象の一つである。

PPP を基本的な原則として東電に適用しなければ、原発事故というかたちの公

害はこれからも繰り返されるであろう。もちろん、責任を負わなければならな

いのは東電の経営者だけではない。東電の株主には株主責任がある。東電の大

株主である東京都にも責任がある。そして、過去の自民党政権のみならず、現

在の民主党政権にもまた責任がある。発生原因が複合的に重なっていることは

公害現象の基本的特徴だが、原発事故というかたちの公害もそれは例外ではな

い。フクシマの深刻な事故を世界史的な公害事件の一つとして再認識し、原発

公害をなくすための努力を強めなければなるまい。

　わたしは原子力問題についての専門家ではない。専門家の目からみれば、知

識の浅さが透けて見えるような不十分な記述が以下の報告やこの解題には含ま

れていよう。間違えていることもあるかもしれない。しかし、3・11のあとには、

危険なものは危険だと、誰もが言わなければならなくなった。子どもや孫を含

む将来の世代への責任を考え、家族や自分の生命を守るための問題として原子

力発電の問題を捉えて、一人ひとりが行動しなければならなくなった。それは

日本に生まれた人間の宿命なのだと思う。以下に収録した 2つの論稿、そし

てこの解題は、そのような思いのなかから生まれた、ささやかな努力の一端を

記録したものである。

※〔付記〕その後東電は、「食道がん」という病名を公表した。しかし、挿入部分の記述はそのまま残すことにする。
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3・11 後の環境・エネルギー問題を考える

はじめに

　ご紹介いただきました明石でございます。10年単位あるいは四半世紀程度

のタイムスパンでみますと、今年 2011年は画期的といえる転換の年となりそ

うです。年末まで 4カ月以上の時が残されていますから、その全貌を論じる

ことはまだできません。しかし、少なくともわれわれが 3つの大きな転換を

経験しつつあることは、ほぼ確実だと思われます。

　すなわち、（1） 北アフリカとアラビア半島のイスラム圏・アラブ圏における

新しい市民革命の開始と進展、（2） 2008年秋の世界金融危機後の持続的停滞

期における新たな経済金融危機の予兆的現象の始まり、（3） 日本の 3・11後に

おける環境・エネルギー政策と産業構造の世界的な変革過程の始動、がそれで

す。いずれも入念な考察を必要とするものですが、本報告では （3） の問題に

焦点を絞ることにいたします。

　なお、本報告の基本的な構想では、

1.  歴史的転換点としての 3・11
2.  原爆暦

3.  原発公害

4.  都留重人の原発命題

5.  武谷三男の原発定理

6.  安全性のディレンマ

7.  脱原発体制への移行

という順序で考察を進める予定でした。しかし、あまりに大部なものとなって

しまいましたので、1はすべて省略し、2以下の部分の一部を要約して報告す
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ることにいたします。

1．歴史的転換点としての 3・11

　この部分はすべて省略し、すぐに 2の原爆暦の部分に入ることにいたします。

（〔付記〕本節部分については、以下、準備した元原稿を抜粋して掲載する）

　ミレニアム転換期における 2011 年の位置

　いま述べた 3つの転換は、わたしが抱いてきたミレニアム転換仮説を実証

する諸要素として理解できるものです。すなわち、「20世紀の第 4四半期から

21世紀の第 1四半期の半世紀を中心とし、その前後を含むほぼ 1世紀にわた

る一つの時代、これがミレニアム転換期」である、と捉える仮説がそれです。

ミレニアム転換期のうち、とくに「20世紀の第 4四半期から 21世紀の第 1
四半期の半世紀」を「コア転換期」とよびます。

　このミレニアム転換期の特徴は、簡単に整理しますと、①グローカリゼー

ションの急速な進展、②地球規模での環境破壊と人口動態の変化、③新しい産

業革命の時代、④新しい市民革命の時代、⑤ミレニアム不況の時代、⑥思想の

新しい変革と発展の時代、⑦「豊かな社会」の形成と「『豊かな社会』後の社会」

への移行、という 7つの象徴的転換によってその概要を捉えることができる

でしょう。

　冒頭で整理した、（1） のイスラム圏・アラブ圏における新しい市民革命の開

始と進展は、主として④の一部をなす動きといえます。（2） の持続的不況期に

おける新たな経済金融危機の予兆現象の始まりは、主として⑤に関する新しい

動きです。しかし、（3） の 3・11後の環境・エネルギー政策と産業構造の世界

的な変革過程の始動は、（1） や （2） のような 7つの転換の特定の構成要素の一

部として理解できるものではありません。それは①から⑦のすべてに関係する

ような変化です。

　2011年 3月 11日の東日本大震災と福島第一原発の大事故は、すぐに「3・
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11」という呼称で世界的に理解されうるものとなりました。大地震と大津波は、

1万 5000人を超える人々の命を奪い、いまだに 5000人以上の方々が行方不

明となっています。しかし、より大きな衝撃を世界に与えたのは、福島原発の

巨大な事故でした。悲しいことに、「フクシマ Fukushima」という言葉が、「ミ

ナマタ Minamata」という言葉が国際語になったのと同じように国際語となっ

てしまいました。しかも、事故の直後、あっという間にそうなったのです。

　3・11 の以前と以後

　3・11後の変化の全貌を論ずることは、現段階ではまだできません。これま

でに生じてきた変化は端緒的なものにとどまっています。けれども、3・11が
世界的な環境・エネルギー政策と産業構造の画期的変化をもたらす転換点とな

ることはほぼ間違いないでしょう。

　ドイツ、イタリア、スイスといったいくつかの国々は、明確に脱原発へと舵

を切りました。日本は新たな攻防が始まったばかりの状況にありますが、急速

に方向転換を始める可能性もなくはないでしょう。その動向は中国を含む新興

諸国の動きとも密接な関係をもっています。

　アンシャン・レジームとなった 3・11 前の体制

　わたしたちがいま実感しつつあるのは、3・11以前の日本の体制が、ある種

の旧い体制、アンシャン・レジームだったということです。3・11後の世界は、

この地球的規模での旧いレジームをどう変革してゆくのか、それが問われるよ

うになった世界なのです。

　3・11以前のアンシャン・レジームには、国や地域によってかなり異なる、

さまざまな性格づけができます。しかし、そこには一定の共通性がありました。

その決定的特徴の一つは、「豊かな社会」を築き維持するために、原発による

電力供給と大規模な環境破壊のシステムを組み込んでいた、という点にあった

からです。「豊かな社会」は、20世紀の先進資本制諸国において形成された、

大量生産・大量交通・大量消費、そして大量廃棄と大量破壊の社会です。原発
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を導入したのは「豊かな社会」に到達した国々だけではありませんでしたが、「豊

かな社会」といえる国々は原発による電力供給システムをその内部に組み込ん

できたのです。

　欧米の先進資本制諸国は、第 1次石油危機以降、スタグフレーションに陥

るなかで「『豊かな社会』後の社会」へと移行し始めました。日本も 1990年

代の平成不況後の長期経済停滞の時代に、「『豊かな社会』後の社会」への本格

的な移行を開始しました。韓国などもすでに移行期に入り始めており、間もな

く中国やブラジルなどの新興国でも「『豊かな社会』後の社会」への本格的な

移行が始まるでしょう。この新しい社会では、原発の運命も大きく変わろうと

しています。

　3・11 後の世界

　3・11以前の世界では、膨大な量の核兵器が生産され、原子力発電所が世界

各地に建設されたことによって、大量の放射性廃棄物が形成され蓄積されまし

た。核兵器であろうと平和利用の原発であろうと、放射性廃棄物の排出と制御

に対しては、ほんの端緒といえる取り組みしかなされませんでした。3・11以
降の世界では、この事態は本格的に変わるでしょう。核兵器とともに原発を廃

止してゆくことによって放射性廃棄物の排出を押し止めようとする力は、いっ

そう強くなるでしょう。完全にではないにせよ、すでに蓄積された放射性廃棄

物をできるかぎり安全に制御し管理するシステムの構築も進むでしょう。

　スリーマイルアイランドやチェルノブイリの事故のあと、そのような動きは

本格的に始められるべきでしたが、現実はそのような方向には進みませんでし

た。けれども、フクシマの原発事故は、本格的な転換をもたらす端緒となりそ

うです。「『豊かな社会』後の社会」は、大量廃棄の社会からの脱却を開始した

社会という性格をもっています。放射性廃棄物の排出をできるかぎりゼロに近

づけてゆく社会、すでに産出された廃棄物を安全に制御し保管する方策を模索

し続けなければならない社会、それがいま形づくられつつある新しい社会の決

定的な特質の一つなのです。
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2．原爆暦

　原爆暦

　1990年代半ばのことですが、わたしはヒロシマ・ナガサキへの原爆投下の年、

つまり 1945年をもって原爆紀元とする新しい暦を作ることができるのではな

いか、と考えたことがありました。当時は、このことを考えただけで、具体的

な整理をして発展させることができなかったのですが、フクシマ以後の歴史を

考えるとき、この原爆暦で考えることは有益だと思われます。若干の言及をし

ておきましょう。

　原爆暦でみますと、原爆開発の歴史はすべて紀元前のでき事ということにな

ります。かりに原爆暦元年の日付を現在の太陽暦と同じにしますと、 初の

原爆実験が行われた西暦 1945年 7月から、原爆暦元年 7月が始まったという

ことができます。ヒロシマとナガサキに原爆が投下されたのは、実験直後の 8
月 6日と 9日です。5 （1949） 年には旧ソ連が原爆実験を実施、8 （1952） 年 11
月には米国が水爆実験を太平洋マーシャル諸島のエニウェトク環礁で実施し、

続いて 9 （1953） 年 8月には旧ソ連が水爆実験を実施します。7年 （1951） 年

12月に米国は高速増殖実験炉 EBR-1による原子力発電を成功させ、10 （1954） 

年には世界 初の原子力潜水艦ノーチラス号を進水させています。

　事故の記録を振り返ってみましょう。原爆暦 13 （1957） 年 9月には、旧ソ連

のロシア共和国・ウラル地方の町であるキシュテム近郊の原子力施設で、放射

性廃棄物の貯蔵タンクの冷却施設が故障してレベル 6と評価されている大爆発

事故が起こりました。この事故は、原爆暦 35 （1979） 年 3月に起こった、レベ

ル 5と評価されている米国のスリーマイルの原発事故よりも大規模な、チェル

ノブイリの事故に次ぐ規模の事故でした。旧ソ連のチェルノブイリでレベル 7
とされる大原発事故が起こったのは原爆暦 42 （1986） 年 4月、そして 67 （2011） 

年にフクシマでチェルノブイリ級のレベル 7の大事故が起こったわけです。
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　原爆暦でみる戦争と事故

　原爆暦の紀元前と紀元後では戦争と事故の概念が本質的に変化したというこ

とは、原爆暦という新しい暦でみるとよくわかります。原爆紀元前の時代にお

いても、多くの悲惨な戦争や痛ましい事故がありましたが、それは瞬時にして

地球規模の破壊をもたらすものではありませんでした。しかし、核戦争は瞬時

にして地球破壊をもたらしうるのです。

　事故の概念も変わりました。核兵器の製造・貯蔵・輸送は事故をともないま

すが、原発も事故を起こします。原発の事故は、使用済み核燃料の保管・輸送・

再処理、その他の低レベルや高レベルの放射性廃棄物の保管・輸送・廃棄など、

きわめて多様な過程で発生します。しかも、放射性物質には半減期が数千年か

ら数万年に及ぶものがあり、気の遠くなるような将来にわたって事故が起こる

可能性は残存し続けるのです。

　原爆暦における 3・11

　核分裂から生ずるエネルギーを利用するという点では、原爆の原理と原発の

原理は同じ原理に立脚しています。戦争目的であろうと平和目的であろうと、

原子力の利用は人類に重い課題を課しました。この重い課題を負い続けている

かぎり、原爆暦で現実の変化をみてゆくことには大きな意義があります。3・
11の歴史的な意義の一つは、原爆暦でフクシマの大事故の歴史的位置を理解

することにより、「国際原子力事象評価尺度」 （INES） のレベル 5から 7という

ような大きな事故がかなり高い頻度で起こりうるということをきわめて認識し

やすくしたことにある、といえるでしょう。

　レベル 5と評価される事故は、スリーマイルの事故だけではありません。

1952年にはカナダのオンタリオ州にあるチョークリバー研究所の核反応施設

での事故、1957年にはイギリスのセラフィールド社の原子力施設における火

災事故が起きています。やや性格は異なりますが、1987年には、ブラジルの

ゴイアニア市で廃病院に放置されていた放射線治療用の放射線源格納容器が盗

難にあい、解体されて露出したセシウム 137に触れた多数の住民が被爆し、4
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人が放射線障害で亡くなるという事故が起こっています。

　原水爆の投下や実験の問題を別としても、レベル 5以上の大きな事故だけ

で、旧ソ連のキシュテム近郊の事故を含めると、レベル 5のスリーマイル等々、

レベル 7のチェルノブイリとフクシマと、原爆暦の 70年弱のあいだに 7回も

起こったことになります。レベル 4の事故を含めますと、もっと多い数の原

発事故が起きているわけです。

　今後さらに原発が増えるということは十分にありえます。原発が設置される

環境、したがって災害が起こる条件がさらに多様化するなかで、数量的に増大

した原子炉の老朽化が進み、関連する核施設も増えて老朽化していくわけです。

原発が巨大な地震や津波に対して脆弱であることは、フクシマの例で実証され

ました。テロや戦争で攻撃されたらそれこそひとたまりもありません。

　原爆暦 67年までに 7回という現実をふまえるならば、今後も 10年に一度く

らいの頻度でレベル 5以上の事故が起こる可能性は十分にある、とみなければ

なりません。レベル 4の事故を含めるならば、もっと短い頻度で事故は起こる

のです。何十年にもわたって今後も事故が積み重なってゆくとき、3度目のレ

ベル 7の事故はぜったい起こりえないなどと断言できる人はいないはずです。

3．原発公害

　この部分では 3つのことを述べたいと考えておりました。しかし、この部

分は全面的に省略いたします。（〔付記〕本節の「公害発生源としての原発」と

「甚大なフクシマの事故被害」の部分は、報告原稿では削除した。しかし以下、

準備草稿の要約を掲載する。「抑制策」の部分は報告原稿のままである。）

　公害発生源としての原発

　原子力発電は公害の一大発生源となっています。発電所施設だけが公害の発

生源となるのではありません。原発を支えるシステムの全体、核燃料サイクル

の全体で公害は発生します。ウランの採掘と精錬、ウランの濃縮と成形加工に
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よる核燃料の生産、原子力発電所の運転、使用済み核燃料の保管、使用済み核

燃料の再処理、高レベルや低レベルの放射性廃棄物の貯蔵と処分、といったす

べての過程で、膨大な量の放射性物質による公害が発生します。そこに温排水

などによる公害も加わってくるのです。

　「国際原子力事象評価尺度」でレベル 7の深刻な事故が起これば、それが及

ぼす被害の範囲は尋常ではありません。レベル 7までに至らないレベル 6の

大事故でも多数の死者が出ますし、レベル 4から 5の事故でも死者は出ます。

死者が出ない場合であっても、多くの人々が負傷や障害で苦しまなければなり

ません。原発事故だけが原発公害ではありませんが、いったん事故が起これば、

それは典型的な公害の一つとして多数の人々を苦しめるのです。

　甚大なフクシマの事故被害

　フクシマでじっさいに事故が起こってみますと、その被害の大きさには想像

を絶するものがあります。フクシマの場合、被害情報は小出しにされてきまし

た。保安院は、当初、INES の評価をレベル 4とし、3月 18日にスリーマイル

アイランド事故と同じレベル 5に引き上げ、1カ月後の 4月 12日にチェルノ

ブイリの事故と同じレベル 7に引き上げました。その際にも、放出された放

射能の量は「チェルノブイリの 1/10」とされました。

　放射能の放出はまだ続いていますので、 終的にどのくらいの量が放出され

るのかはわかりません。放射能の被害は何十年・何百年にも及びますから、

終的な被害額ももちろんわかりません。しかし、ただちに現れた被害だけでも、

3・11以前にはとうてい考えられなかった規模のものとなっています。事故直

後の避難地域は「原発から半径 10キロ圏内」とされましたが、すぐに「半径

20キロ圏内」へと拡大され、この地域の人々は事故の直後から強制的に避難

させられました。そのため、震災と津波の被害から救えたかもしれない多くの

人々が置き去りにされ、亡くなりました。強制的な移動を強いられたたため亡

くなった病人や老人の方々もいます。家畜も死にました。置き去りにされたペッ

トも死にました。
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　放射能で汚染された被害地域は、半径 20キロ圏内にとどまらず、はるかに

広い地域に及んでいます。原子炉建屋の水素爆発が起こった直後から、被害は

確実に広がりました。海に放出された放射性物質によって魚介類が汚染され、

放射能で汚染された大気を通じてフクシマから遠く離れた関東や東北の地域の

土壌や農産物にも汚染は広がっています。7月には、汚染された稲わらを食べ

た肉牛がセシウムに汚染されていたことが発覚し、牛肉の出荷が 1カ月以上

もストップしました。今後はセシウムに汚染された米が出てくるのではないか

ということも心配されています。このような汚染の広がりがどのような帰結を

生むのかは、まだ誰にもわかりません。

　抑制策

　公害を抑制する方策は数多くあります。しかし、そのなかできわめて重要な

役割を果たす方策の一つは、社会的費用を企業の私的費用へと組み込み、社会

的費用を内部化することです。すぐあとで論じますが、ある程度まで計算でき

る社会的費用の一部を企業に内部化するだけで、原発は建設できなくなるので

す。

　チェルノブイリやフクシマの現実は、レベル 7という巨大事故によって生

ずる社会的費用はかなりの大国の政府でも担い切れない、という現実を突き付

けました。事故後 25年を経たチェルノブイリでは、石棺で覆った原子炉に上

にかぶせる施設を建設しなければならないのですが、その建設費用をロシア政

府はまかなうことができずにいます。日本でも、フクシマの事故処理費用のす

べてを東京電力と日本政府が支出することはできないでしょう。

4．都留重人の原発命題
　

　原子力基本法とその限界

　日本は、主として米国から原発の技術を輸入して改良しましたが、社会制度

としては原子力基本法にもとづく独創的な制度を産み出しました。この基本法
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はその第 2条で自主・民主・公開の原則を定め、無原則的な原発開発に歯止

めをかけようとしていました。この基本法はしかし、日本の原発乱用に対する

十分な歯止めにはなりませんでした。

　なぜフクシマの事故は起こったか。それを認識するためには、もう少し原理

的なところに立ち戻って考え直す必要があります。まず、20世紀半ばから後

半にかけての日本を代表する経済学者であった、都留重人 （1912-2006） の業

績を振り返ってみましょう。

　「原子力発電の費用便益分析」

　1974年に彼は、「原子力発電の費用便益分析」と題する一論を公表しました。

「社会的費用計算の対象となりうる事項」として、（1） 事故によって生ずる被

害の可能性、（2） 温排水がもたらす生態系への被害、（3） 高レベル放射性廃棄

物の貯蔵に伴う費用、（4） 核燃料再処理施設からの放射性廃液がもたらす被害、

（5） 廃棄炉の永年管理に伴う費用、（6） 増殖炉の場合、核燃料サイクル中に大

量に存在するプルトニウムを完全管理するための費用、を挙げ、それぞれにつ

いての検討を進めました。原発の社会的費用をすべて検討したとはいえません

が、かなり包括的な整理をしたのです。

　都留重人の原発命題

　そして、あらためて整理しますと、以下の 3つに整理できる命題を提起し

たのです。

　第 1は、人類はまだ原発の社会的費用を定量化できるほどには経験を積ん

でいない、という命題です。

　第 2は、原発の社会的費用を定量化し、その費用便益分析を行うことは不

可能である、という命題です。

　第 3は、原発の選択において提起されているのは危険対便益の問題である、

という命題です。

　これらの命題を「都留重人の原発命題」とよぶことにします。
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　現実をみればわかるように、われわれはまだ原発の社会的費用を定量化でき

ておりません。そのごく一部分を計算しているにすぎないのです。したがって、

原発の費用便益分析をしないまま、原発は造り続けられてきました。原発の危

険に目をつむり、目先の便益を追求し続けてきたのが、これまでのアンシャン・

レジームでした。

5．武谷三男の原発定理

　『原子力発電』

　フクシマの事故が起こった根因を探るため、さらに、科学史や技術論、反公

害運動などの幅広い分野における言動で大きな影響を与えた、物理学者の武谷

三男（1911-2000）の業績を振り返ってみたいと思います。1976年に刊行さ

れた、『原子力発電』という編著で公表された見解がそれです。

　武谷三男の原発定理

　あらためて整理し直すならば、彼の主張は原発に関する以下の定理として再

整理できるでしょう。

　第 1は、核兵器を克服しない限り、原発は人類にとって安全で持続的に利

用できるものとはならない、という定理です。

　第 2は、利潤機構が本質的な役割を果している限り、原発は人類を蝕む脅

威をますます増大させていくだろう、という定理です。

　これら 2つの定理を「武谷三男の原発定理」とよぶことにします。定理 1
はいわば自明です。核兵器が存在するかぎり、原発と核兵器は表裏一体のもの

だからであり、テロや戦争の標的となるならば、原子力発電所それ自体が核兵

器と化してしまうからです。

　定理 2の論証

　定理 2は、定理 1ほど自明だとはいえず、証明しなければなりません。論
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証は可能ですが、しかしそのためには、原発が抱え込んでいる安全性をめぐる

ディレンマを認識しなければなりません。このディレンマを簡単に「安全性の

ディレンマ」とよび、以下、説明することにいたします。

6．安全性のディレンマ

　安全性と経済性のディレンマ

　安全性を担保できなければ原子力発電所は造れません。しかし、原発の安全

性をあくまで追求してゆくと、人類社会を成り立たせている基本的諸原理を侵

害せざるをえなくなります。まず指摘しておくべきは、安全性と経済性とのディ

レンマです。

　経済性を無視して費用を無限に投入できるとするならば、安全な原発を造れ

る可能性を完全に否定することまではできないでしょう。しかし、予測される

事前的な社会的費用を完全に内部化した原発を造れるかといえば、それは不可

能です。さまざまな政府支援を前提として、はじめて商業原子炉は建設できま

す。しかもそれは、事前的に想定できる社会的費用のごく一部の費用にすぎま

せん。

　その限界を端的に表明したものとして、フクシマの事故以来、たいへん有名

になってしまった発言があります。2007年 2月、静岡地裁における浜岡原発

差し止め裁判において、現在の斑目春樹・原子力安全委員会委員長が中部電力

側の証人として出廷したときの発言がそれです。この証言で斑目氏は、真っ正

直に、「何でもかんでも、これも可能性がある、これはちょっと可能性がある、

そういうものを全部組み合わせていったら、ものなんて絶対造れません。だか

らどっかで割り切るんです」、と述べたのです。

　この発言は、たいへん率直に、真実を述べたものでした。フクシマでも、割

り切られて、必要な費用の支出はなされませんでした。しかし、その帰結とし

て、フクシマの原発事故は起こったのです。
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　安全性と労働能力とのディレンマ

　それでも、技術的に原発の安全性を高めることは可能であり、経済性を担保

したうえで安全な原発を造ることはできると主張する人々はいます。けれども、

そのような主張をする人々は、人類社会を成り立たせている基本的な事実を忘

れています。

　原発を建設し、安全な運転を担保するためには、意思決定にかかわる適切な

労働能力が存在していて、その能力が適切なかたちで発揮されなければならな

いということ、また、原発を正常に運転し続けるためには、質的な適性をもつ

労働を投下し続けなければならない、という事実を忘れているのです。詳しい

考察は長くなりますから省略しますが、このような条件は保障できません。

　安全性と社会制度とのディレンマ

　原発の安全性は社会制度とのディレンマを抱えています。今日一般に合意さ

れているのは、原発の「推進機関」とその安全を担保するための「規制機関」

とは分離しなければならない、ということです。ところが日本では、推進機関

と規制機関とは分離されませんでした。現在の省庁体制では、原発推進機関と

なってきた経済産業省の下に、規制機関であるはずの「原子力安全・保安院」

がおかれているのです。

　安全性と社会的制度とのディレンマは、もっと根の深いところにも存在して

います。いったん原発推進のレジームができあがってしまうと、そこには強固

な利益共同体が形成され、安全性の追求を妨げるようになるからです。日本で

は、「原子力ムラ」とか「原子力マフィア」とか「原発利益共同体」とか、い

ろいろな名称でよばれていますが、このような組織が実質的なレジームとなっ

てしまうと、安全性の追求は抑圧されることになります。

　推進派の立場に立たなければ、政治家や官僚も、裁判官も、影響力を発揮で

きなくなります。似たようなことは、企業の経営者や中間管理職、学者やジャー

ナリスト、現場の労働者の場合でも起こります。推進派の集団から疎外されて、

地位を保全できなくなり、あからさまに降格されたり、職場から排除されたり
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するからです。

　安全性のディレンマの帰結としてのフクシマ

　こうして、推進機関と規制機関との分離がなされず、強固な利益共同体の支

配力がきわめて強いものとなっていた 3・11以前の日本では、まともな論理

は通用しなくなっていました。フクシマの原発事故は、そのような日本のレジー

ムの一つの帰結だったのです。

　原発を導入するときには、安全性のディレンマはなんらかのかたちで発生し

ます。そして利潤機構が本質的な役割を果たしている場合には、利潤の獲得と

結びついた受益者集団が強固に形成され、しばしば拡大再生産され、原発の脅

威はさらに増大してゆくようになるのです。

7．脱原発体制への移行

　意識的楽観論

　「武谷三男の原発定理」で示された法則の作用から免れようとするならば、

核兵器の廃絶へと向かうとともに、脱原発へと舵を切るしか方法はないでしょ

う。

　脱原発への転換はたしかに困難です。しかしわたしは、意識的楽観論という

立場、すなわち、客観的には転換の必然性があるということを認識したうえで、

自分よりもすぐれた識見や経験をもつ人々からたえず学びながら、転換を意識

的に成し遂げてゆく主体の一員として、逃避せずに少しずつ地道な活動を積み

重ねる、という立場をとりたいと考えております。

　原発推進派の勢力があまりに強大となってしまったため、悲観的な見方をす

れば、原発論議から逃避したくなるのは当然です。しかし、3・11後の世界で

は、傾向としては脱原発の動きがしだいに強くならざるをえません。その動き

は客観的必然性というべき時代の流れに沿っているのです。



393・11後の環境・エネルギー問題を考える

　客観的必然性

　日本は、検証済みの安全性が保証された技術と誤認して外国から技術を導入

し、時間をかけて地域ごとの特性に合わせて改良する作業を怠り、自然災害の

危険を過小に見積もって危険地域に原発を建設しました。「安全神話」を意識

的に創り上げて、義務教育課程で教えるようなことまでやったのです。このよ

うなことをすれば、どの国でもやがて大事故が起こるでしょう。

　日本が抱え込んでしまった放射性廃棄物も、すでに膨大な量になりました。

放射性廃棄物を 終的に処理できる技術はいまだ存在しません。いつそのよう

な技術ができるのかは誰も知りません。そのような処理技術は永遠にできない

のかもしれないのです。にもかかわらず、日本の原発はたえず放射性廃棄物を

排出し続けています。再処理をすればさらに危険なプルトニウムが増えてゆく

のです。

　悲しいことですが、日本は反面教師としての役割を演じざるをえなくなって

しまいました。3・11後の世界では、あらためて冷静な議論に立ち返り、まず

原子力開発を進めて放射性廃棄物を蓄積し、あとでどこかに捨て場を探すとい

う「論理のひずみ」を正さなければなりません。

　20世紀の社会と 21世紀の社会との根本的な差異の一つは、自然エネルギー、

再生可能エネルギーによって原発を代替してゆく技術的基礎がすでに確立され

ている、ということにあります。変革の可能性は十分以上にあるのです。

おわりに
―失敗の教訓―

　原発政策、そして自然エネルギーの開発と利用をめぐる政策において、日本

は失敗しました。フクシマの深刻な原発事故は、日本の失敗を象徴的に示しま

した。また、強固な原発利益共同体を形成してしまったために、グリーン産業

政策の展開で後れてしまい、かつては世界の 先端を走っていた自然エネル

ギーの利用技術とグリーン産業の発展を抑制してしまいました。
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　けれども、日本の失敗から世界中の人々が、そして中国の人々も、教訓を引

き出さなければなりません。そこで 後に、さらに一言を付すことにいたしま

す。

　多くの日本人は、原発はこれからも中国などで増えるだろうと考えています。

中国の行方は中国の国民が決めなければなりません。しかし、日中両国はすで

に「環境共同体」となっております。ですから、原発の導入に関しては慎重の

うえにも慎重を期し、できるだけ早い時期に脱原発の方向に転換されるよう、

お願いしたいのです。

　ここ 10年あまりの中国、とくに 2008年の世界金融危機後の中国の動きを

みておりますと、日本の田中角栄元首相が唱えた「日本列島改造論」の中国版

ともいえる事態が、日本よりもはるかに速い速度で進行しているように思えて

なりません。

　「列島改造論」は、高度成長による歪みと格差を克服する方向として、「都市

集中の奔流を大胆に転換して、民衆の活力と日本経済のたくましい余力を日本

列島全体に展開する」とし、それを具体化する方策として、「工業の全国的な

再配置と知識集約化」・「全国新幹線と高速自動車道路の建設」・「情報通信網の

ネットワークの形成」を掲げました。そして、1985年度の電力需要をまかな

うためには 1971年末にくらべ「三・五倍以上に引き上げなくてはならない」

とし、「このうち火力発電が半分、原子力発電が三割を占める見込みである」

としたのです。その際、「公害をなくすというだけでは消極的」で、「地域社会

の福祉に貢献し、地域住民から喜んで受け入れられるような福祉型発電所づく

りを考えなければならない」、と提唱しました。

　誤解かもしれませんが、この列島改造論が提起した方向は、中国の政策展開

の方向とよく似ているように思えるのです。列島改造論そのものは過去のもの

となりましたが、70年代の半ば以降、日本の原発建設は驚くべき速度で進め

られました。その過程で電力産業・原子炉産業・建設産業などの業界関係者、

政治家と官僚、学者やマスコミの関係者などによって、原発に群がる強固な利

益共同体が形成されたのです。
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　中国においても、高度成長を維持し続けることに主目的をおくならば、原発

投資の拡大がさらに求められるようになり、原発利益共同体が強固に形成され

てしまうでしょう。そうした利益共同体が形成されれば、それは自己増殖し、

その力を抑えることは困難になります。

　原発そのものは改良された型のものが導入されるとしても、それは環境・エ

ネルギーの分野において米国や日本の後追いをするものとならざるをえず、ご

く一部の領域を除けば技術的従属は拡大するでしょう。膨大なムダな資金が投

入され、処理不可能な核廃棄物が蓄積されます。原発による格差の構造が形づ

くられ、原発によって利益を受ける地域や階層と被害を強制される地域や階層

とが固定化し、分断されてゆきます。つまり、社会主義の理念に反する事態が

進行することになるのです。

　中国の原発推進政策は、世界的な影響力をもたざるをえません。欧米の企業

も、韓国などのアジアの企業、そしてもちろん日本の企業も、中国での原発ビ

ジネスで儲け続けようとしますから、それは原発依存から抜け出ることを困難

にします。アジア内部の相乗作用で脱原発の動きを弱めてしまうことは、東ア

ジア諸国の中長期的な利益を損なうものでしょう。

　ですから、中長期的な観点から、日本の失敗の教訓を深く学びとり、核兵器

や原発のない東アジア共同体を形成する動きをより強めてくださるようあらた

めてお願いし、以上をもってわたしの報告を締め括ることにいたします。
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3・11 後の環境・エネルギー問題を考える
―日本の経験から―

はじめに

　ご紹介いただきました明石でございます。本日は、「3・11後の環境・エネ

ルギー問題を考える―日本の経験から―」という表題で若干の話をさせていた

だきます。

　本報告の基本的な構想としては、1. 歴史的転換点としての 3・11、2. 原爆暦、

3. 原発公害、4. 都留重人の原発命題、5. 武谷三男の原発定理、6. 安全性のディ

レンマ、7. 脱原発体制への移行、という順序で考察をする予定でおりました。

しかし、本報告の基本的な構想はあまりに大部なものとなっており、時間もか

なり限定されていることがわかりましたので、報告内容を組み換えることにい

たします。すなわち、

1.  未成熟な原発技術の実用化

2.  レベル 5以上の事故は平均すると 10年に 1回以上

3.  公害多発型産業としての原発産業

4.  「安全神話」の崩壊―フクシマの事故の深刻さ―

5.  「『安価な電気』の神話」の崩壊―原発の電気は高い―

6.  脱原発

という順序で報告をいたします。

1．未成熟な原発技術の実用化

　まず 1. ですが、1990年代半ば、わたしはヒロシマ・ナガサキへの原爆投下
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の年、つまり 1945年をもって原爆紀元という新しい暦を作ることができるの

ではないか、と考えたことがありました。当時はこのことを考えただけでした

が、フクシマ以後の歴史を考えるとき、この原爆暦で考えることは有益だと思

われます。若干の言及をしておきましょう。

　表 1は、原爆暦でみた、原爆が実用化されてから原子力産業が開始される

までの歴史です。かりに日付を太陽暦と同じにしますと、西暦 1945年 7月に

初の原爆実験がニューメキシコで行われた、このときをもって原爆暦元年の

7月が始まったといえるでしょう。

　実験成功直後の原爆暦元年の 8月 6日と 9日には、ヒロシマとナガサキに

原爆が投下されました。原爆暦 2 （1946） 年 12月には旧ソ連で 初の実験用

原子炉 PSR が稼働を開始します。5 （1949） 年に旧ソ連は原爆実験を成功させ、

米国が 初に水爆実験をしたのは 8 （1952） 年の 11月、翌年には旧ソ連も水

原爆暦（西暦） 事　項 

元（1945）年 7 月
米国、 初の原爆実験をニューメキシコ州で実施、成功
させる。 

元（1945）年 8 月 米国、ヒロシマとナガサキへの原爆投下。

2（1946）年12月 旧ソ連、 初の実験用原子炉 PSR の稼働を開始。 

5（1949）年 8 月
旧ソ連、セミパラミンスク市の近郊の砂漠で原爆実験を
実施、成功させる 。

7（1951）年12月 米国、高速増殖実験炉 EBR-1により、原子力発電を成功
させる。

8（1952）年11月 米国、水爆実験を太平洋マーシャル諸島のエニウェトク
環礁で実施。

9（1953）年 8 月 旧ソ連、水爆実験を実施。

10（1954）年 1 月 米国、世界 初の原子力潜水艦ノーチラス号、進水。 

10（1954）年3～5月 米国、マーシャル諸島のビキニ・エニウェトク環礁で一
連の水爆実験を実施。3月 1日、日本の第五福竜丸被爆。

12（1956）年 国際原子力機関 （IAEA） 設立。 

12（1956）年12月 イギリス、コールダーホール 1号炉で世界 初の商業用
原子力発電所の運転を開始。

表 1　原爆暦による核兵器と原子力発電の開発史

（出所）筆者作成
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爆実験を実施し、成功させています。国際原子力機関 （IAEA） が設立された

のは、原爆暦 12 （1956） 年のことでした。世界 初の原発の商業的実用化は、

同じ原爆暦 12 （1956） 年のことです。けれども、12年という年月は、原子力

の制御技術を学ぶには短かすぎました。12年で実用化というのはもともと無

理なことだったのです。

　日本は 初にイギリスの技術を導入しました。イギリスのコールダーホール

炉を導入して原子力発電を始めたのです。その技術は大地震が起こることを想

定していないものだったので、日本では使えないことがすぐに判明し、放棄さ

れました。その後、米国のジェネラル・エレクトリック社のマークⅠ型の軽水

炉を導入するなどして、原子力発電を実用化します。フクシマの事故は、これ

がまったくの未成熟の技術であったことを、あらためて明らかにしました。フ

クシマの悲劇は、原発が未成熟の技術であったことをあらためて深刻な事故と

して示したものとなったのです。

2．レベル 5以上の事故は平均すると 10年に 1回以上

　2. に移り、事故の歴史をもう少しみてみましょう。「国際原子力評価尺度」

でレベル 5以上の 初の大事故が起こったのは、原爆暦 8 （1952） 年のことで

した。カナダのチョークリバー研究所で化学爆発が起き、炉心が損傷するレベ

ル5の事故が起こったのです。しばらくは秘密のベールに覆われていましたが、

IAEA 設立直後の原爆暦 13 （1957） 年には、旧ソ連のキシュテム近郊の原子力

施設で大規模な爆発が起こりました。原爆暦 35 （1979） 年には、米国のスリー

マイルアイランドで原発事故が起こり、これによって米国などの原発の開発

と利用に大きな転換がなされることになります。旧ソ連のチェルノブイリでレ

ベル 7の深刻な原発事故が起こったのは、原爆暦 42 （1986） 年のことでした。

そして、それから 25年後の原爆暦 67年に、レベル 7の事故として、大気中

のみならず海中にも大量の放射性物質が放出された、福島第一原発の深刻な事

故が起こったのです。
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　原水爆の投下や実験の問題を別としても、原子炉の炉心溶融、放射性廃棄物

の爆発、放射性物質の施設外への流出などをともなうレベル 5以上の大きな

事故だけでも、レベル 6のキシュテム近郊の事故を含めると、レベル 5のスリー

マイル等々、レベル 7のチェルノブイリとフクシマと、原爆暦の 70年弱のあ

いだに 7回も起こったことになります。

　原爆暦 67年までに 7回という現実をふまえるならば、今後も 10年に一度

くらいの頻度でレベル 5以上の事故が起こる可能性は十分にある、とみなけ

原爆暦（西暦） 主な事故 

8（1952）年12月
カナダのオンタリオ州にあるチョークリバー研究所にお
いて、制御棒操作に誤りから実験用重水炉 NRX の冷却材
の水が噴出して原子炉が暴走。ウラン燃料と被覆管が溶
融して化学爆発が起き、炉心が損傷。（レベル 5） 

13（1957）年 9 月
旧ソ連のロシア共和国・ウラル地方の町であるキシュテ
ム近郊の原子力施設で大爆発 。ストロンチウム 90など
致死性の放射能が数百マイルにわたって拡散。（レベル 6）

13（1957）年10月
イギリス、セラフィールド社のウィンズケールの原子力施
設における炉心で火災事故。工場周辺 500平方キロ以上を
放射性同位元素（とくにヨード 131）で汚染。（レベル 5）

35（1979）年 3 月
米国、ペンシルベニア州のスリーマイルアイランドの原発
2号炉において、炉心溶融につながる原発事故。（レベル 5） 

42（1986）年 4 月

旧ソ連、チェルノブイリ原子力発電所の第 4号機で大爆
発と大火災が発生。原子炉内の放射性物質のうち、希ガ
ス類のほとんどすべて、ヨウ素 131の数十パーセント、
プルトニウム 239などの重金属元素の数パーセントが外
部に放出。（レベル 7） 

43（1987）年 9 月

ブラジルのゴイアニア市で廃病院に放置されていた放
射線治療用の放射線源格納容器が盗難にあい、解体され
て露出したセシウム 137に触れて多数が被爆、4名死亡。
（レベル 5）

67（2011）年 3 月

日本、福島第一原発で、大地震と津波の被害を受けて 1
号機から 3号機で炉心が溶融。水素爆発によって 1・3・
4号機の建屋が崩壊し、大量の放射性物質が大気中と海
中に放出される深刻な事故となった 。事故はまだ終息し
ておらず、現在も進行中である。（レベル 7）

表 2　原爆暦によるレベル 5以上の事故

（出所）筆者作成



46 駒澤大学経営学部研究紀要第 41号

ればなりません。レベル 4の事故を含めるならば、もっと高い頻度で事故は

起こるのです。何十年にもわたって今後も事故が積み重なってゆくとき、3度
目のレベル 7の事故はぜったい起こりえないなどと断言できる人はいないは

ずです。

3. 公害多発型産業としての原発産業

　図 1は、高木仁三郎（1938-2000）が作成した、日本の核燃料サイクルのモ

デル図です。これはほぼ 30年前に公表されたものです。

　この図は、ウラン鉱石 10万ト

ンから作られる核燃料を原子力発

電で使用するアップストリーム

（フロントエンド）の過程、再処

理をした MOX 燃料で発電をした

あと、また再処理をしてプルトニ

ウムを利用する高速増殖炉のサイ

クルを含む、核廃棄物処理のダウ

ンストリーム（バックエンド）の

過程の全体を、わかりやすい簡略

化された数値例を組み込んで示し

ています。この図を見るならば、

「全工程で各種の放射性廃棄物が

発生」することが、すぐにわかる

のです。

　この図が示しているように、発

電所の施設だけが公害の発生源と

なるのではありません。原発を支

えるシステムの全体、核燃料サイ
　（出所）高木仁三郎『プルトニウムの恐怖』

　　　　 （岩波新書、1981年）、64ページ

図 1　核燃料サイクルの見取図
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クルの全体で公害は発生します。ウランの採掘、精錬、濃縮、成形加工、原子力

発電所の運転、使用済み核燃料の保管、使用済み核燃料の再処理、高レベルや

低レベルの放射性廃棄物の貯蔵と処分、といったすべての過程で、膨大な量の

放射性物質が発生します。そこに温排水などによる公害も加わってくるのです。

4．「安全神話」の崩壊

　日本では、フクシマの事故が起こるまで、原子力発電で大きな事故が起こる

ことはない、という「安全神話」を多くの国民が信じ込まされておりました。

けれども、3・11後に、多くの国民が「安全神話」は「神話」であったことを

思い知らされました。じっさいに事故が起こってみますと、その被害の大きさ

には想像を絶するものがあります。そのごく一部だけ紹介いたします。

　放射能で汚染された被害地域は、半径 20キロ圏内にとどまらず、原子炉建

屋で水素爆発が起こった直後から広範囲に広がりました。7月 17日になされ

た児玉龍彦・東京大学アイソトープ総合センター長の国会証言は、「熱量の計

算では広島原爆の 29・6個分に相当するもの」・「ウラン換算では 20個分のも

の」が漏出したということを明らかにしました。この証言によれば、原爆によ

る放射能の残存量と原発から放出されたものの残存量を比較すると、「1年経っ

て、原爆の場合は 1000分の 1程度に低下するのに対して、原発からの放射線

汚染物は 10分の 1程度にしか減らない」。つまり今回の福島原発の事故は、「総

量で原爆数十個分に相当する量が漏出し、原爆汚染よりもずっと大量の残存物

を放出した」のです。

　10月には、年 1ミリシーベルト以上の汚染地域が 8都県、国土の約 3％以

上となることが、朝日新聞の集計によって明らかにされました。福島から離れ

た各地にも、ホットスポットとよばれる放射線量の高い特定地域が生まれてい

ます。下水処理やごみの焼却といった過程を通じて大量の放射性物質がさらに

たまってゆく、という事態も続いています。

　放射能で汚染された大気を通じて、福島から遠く離れた関東や東北の地域の
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土壌や農産物にも、放射能汚染は広がりました。事故の直後から、放射性ヨウ

素によるホウレンソウやカキナなどの葉物類の汚染が検出され、水道水も汚染

されました。かなり遠方の神奈川や静岡のお茶もセシウムで汚染され、シイタ

ケの濃縮汚染なども問題となりました。7月には福島、宮城、岩手などで汚染

された稲わらを食べた肉牛のセシウム汚染が発覚し、牛肉の出荷が 1カ月以

上もストップしました。

　大気中への放出にとどまったチェルノブイリとは異なり、フクシマの事故で

は大量の放射能汚染水が海に放出され、魚介類や海藻などが汚染されました。

10月 18日現在、2855件の調査が行われ、①コウナゴ、②シラス、③スズキ、

④アイナメ、⑤エゾイソアイナメ、⑥イシガレイ、⑦シロメバル、⑧コモンカ

スベ、⑨ババガレイ、⑩ヒラメ、⑪ウスメバル、 12マコガレイ、 13クロソイな

どの 13種類の魚類、①ムラサキイガイ、②ホッキガイ、③キタムラサキウニ、

④モクズガニなどの 4種類の貝やカニ、①ワカメ、②ヒジキ、③アラメなど

の 3種類の海藻類の基準値以上の汚染が確認されました。①アユ、②ヤマメ、

③ウグイ、④ワカサギ、⑤イワナ、⑥ホンモロコなどの 6種類の淡水魚も基

準値以上になっています。

5．「『安価な電気』の神話」の崩壊

　日本は政府主導で、「安全神話」だけではなく、「『安価な電気』の神話」を

構築し、流布しました。資源エネルギー庁 / 総合資源エネルギー調査会による

2004年の発電コストの試算値は、その象徴的なものでした。その試算によれば、

1キロワット時当たりの原子力発電の費用は 5.3円ですが、一般水力 11.9円、

石油火力 10.7円、石炭火力 6.2円、LNG 火力 5.7円で、原子力がいちばん安

いとされていたのです。

　けれども、政府が公表してきたこのような数値は、作為に満ちた、いい加減

なものでした。原発の発電費用計算の問題点については、3・11直前の原子力

委員会でも検討され、批判されていました。表 3は、2010年 9月の第 48回
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原子力委員会での報告で示された、大島堅一（立命館大学教授）による電源

別の発電費用の推計値です。もっとも発電費が高いのは揚水発電の場合ですが、

揚水発電は原発を平均的に稼働させるための付随的発電システムなので、独立

にみるべきではものではありません。そこで揚水を例外として除外すると、火

力についで原子力が高いことになりますが、付随する揚水発電の費用を加える

と原子力発電の費用はもっとも高くなってしまいます。

　詳しくは述べませんが、この計算でも原子力発電の費用のごく一部を計算し

ているにすぎません。関連自治体の開発援助や立地費用などへの政府の補助金

を組み入れますともっと高くなりますし、事故の補償費用も含めると発電費は

さらに高くなってしまいます。フクシマ後には、日本の多くの国民が原発の電

気は高いということを、ネット情報などを通じて知るようになっているのです。

6．失敗の教訓

　原発政策、そして自然エネルギーの開発と利用をめぐる政策において、日本

は失敗しました。フクシマの巨大な原発事故は、日本の失敗を象徴的に示した

事故でした。日本はまた、強固な原発利益共同体を形成してしまったために、

グリーン産業政策の展開で後れてしまい、かつては世界の 先端を走っていた

原子力 火力 水力 一般水力 揚水 原子力
＋揚水

1970年代 8.85 7.11 3.56 2.72 40.83 11.55
1980年代 10.98 13.67 7.80 4.42 81.57 12.90
1990年代 8.61 9.39 9.32 4.77 50.02 10.07
2000年代 7.29 8.90 7.31 3.47 41.81 8.44
1970-2007 8.64 9.80 7.08 3.88 51.87 10.13

（出所） 大島堅一「原子力政策大綱見直しの必要性について」 （第 48回原子

力委員会資料〔2010年 9月 7日〕） から転載。

 http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2010/siryo48/siryo1-1.pdf

表 3　電源毎の発電費（1kwh 当りの単価）の実績
単位：円
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自然エネルギーの利用技術とグリーン産業の発展を抑制してしまったのです。

けれども、日本の失敗から世界中の人々が、そして中国の人々も、教訓を引き

出さなければなりません。そこで 後に、さらに一言を付すことにいたします。

　多くの日本人は、原発はこれからも中国などで増えるだろうと考えています。

図 2は、日本の経済産業省が作成した、簡略な予測図です。2025年には中国

は世界 大の原発大国になると予測しております。中国の行方は中国の国民が

決めなければなりません。しかし、日中はすでに「環境共同体」となっており

ます。ですから、原発の導入に関しては慎重のうえにも慎重を期し、できるだ

け早い時期に脱原発の方向に転換されるよう、お願いしたいのです。

　1970年代の半ば以降、日本の原発建設は驚くべき速度で進められました。

その過程で電力産業・原子炉産業・建設産業などの業界関係者、政治家と官僚、

学者やマスコミの関係者などによって、原発に群がる強固な利益共同体が形成

されました。中国においても、高度成長を維持し続けることに主目的をおくな

らば、原発投資の拡大がさらに求められるようになり、原発利益共同体が強固

に形成されてしまうでしょう。そうした利益共同体が形成されれば、それは自

己増殖し、その力を抑えることは困難になります。原発そのものは改良された

図 2　経産省による「2025 年までに予想される原子力発電需要」の予測

（出所） 「産業構造ビジョン 2010」http://www.meti.go.jp/ committee /summary/ 
0004660/vision2010b.pdf、59ページ
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型のものが導入されるとしても、それは環境・エネルギーの分野において米国

や日本の後追いをすることになり、ごく一部の領域を除けば技術的従属は拡大

するでしょう。膨大なムダな資金が投入され、処理不可能な核廃棄物が蓄積さ

れます。原発による格差の構造が形づくられ、原発によって利益を受ける地域

や階層と被害を強制される地域や階層とが固定化し、分断されてゆきます。つ

まり、社会主義の理念に反する事態が進行することになるのです。

　日本は、検証済みの安全性が保証された技術と誤認して外国から技術を導入

し、時間をかけて地域ごとの特性に合わせて改良する作業を怠り、自然災害の

危険を過小に見積もって危険地域に原発を建設しました。「安全神話」を、ま

た「『安価な電気』の神話」を意識的に創り上げ、義務教育課程で教えるよう

なことまでやりました。これは日本の大きな失敗でした。

　その結果、日本が抱え込んでしまった放射性廃棄物は、すでに膨大な量になり

ました。放射性廃棄物を 終的に処理できる技術はいまだ存在しません。いつそ

のような技術ができるのかは誰も知りません。そのような処理技術は永遠にでき

ないのかもしれないのです。にもかかわらず、日本の原発はたえず放射性廃棄物

を排出し続けています。再処理をすればさらに危険なプルトニウムが増えてゆく

のです。この失敗のつけを日本はこれから払わなければなりません。

　中国の原発推進政策は、世界的な影響力をもっています。欧米の企業も、韓

国などのアジアの企業、そしてもちろん日本の企業も、中国での原発ビジネス

で儲け続けようとするでしょう。それは原発依存から抜け出ることを困難にし

ます。アジア内部の相乗作用で脱原発の動きを弱めてしまうことは、東アジア

諸国の中長期的な利益を損なうことになるでしょう。

7．脱原発体制への移行

　7の脱原発体制への移行に入ります。脱原発への転換はたしかに困難です。

しかしわたしは、意識的楽観論という立場、すなわち、客観的には転換の必然

性があるということを認識したうえで、自分よりもすぐれた識見や経験をもつ
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人々からたえず学びながら、転換を意識的に成し遂げてゆく主体の一員として、

逃避せずに少しずつ地道な活動を積み重ねる、という立場をとりたいと考えて

おります。

　悲しいことですが、日本は反面教師としての役割を演じざるをえなくなって

しまいました。3・11後の世界では、あらためて冷静な議論に立ち返り、まず

原子力開発を進めて放射性廃棄物を蓄積し、そのあとでどこかに捨て場を探す

という「論理のひずみ」を正さなければなりません。

　原発推進派の勢力があまりに強大となってしまったため、悲観的な見方をす

れば、原発論議から逃避したくなります。しかし、3・11後の世界では、傾向

としては脱原発の動きがしだいに強くならざるをえません。その動きは客観的

必然性というべき時代の流れに沿っているのです。

　20世紀の社会と 21世紀の社会との根本的な差異の一つは、自然エネルギー、

再生可能エネルギーによって原発を代替してゆく技術的基礎がすでに確立され

ている、ということにあります。変革の可能性は十分以上にあるのです。

おわりに

　福島第一原発の事故は、旧ソ連圏以外の地域で起きた世界 初の、しかも先

進的な工業国における 初のレベル 7の事故でした。それはまた、東アジア

における 初の深刻な原発事故でもありました。将来は大圏域の共同体を形づ

くるであろう東アジアの国々において、ふたたびレベル 7級の事故を起こし

てはなりません。中国における原発の導入が慎重のうえにも慎重を期してなさ

れることを望みつつ、日本ができるだけ早い時期に脱原発の方向に転換できる

よう努力を積み重ねてゆくことにしたいという決意を述べまして、わたしの報

告を締め括ることにいたします。


