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 3・11 原発事故は、予測し防ぐことができたの

かどうか。私は弁護士として以下に紹介する裁判

にかかわる中で、この問題の重大さを日々痛感し、

機会をとらえてできるだけ多くの方々に情報提供

するように心掛けている。  

「生業を返せ、地域を返せ！」 福島原発訴訟とは 

 3・11 後、全国各地で原発の差し止め訴訟が提

起され現在も闘われている。弁護団には知り合い

の弁護士も多い。大飯原発差し止め訴訟では画期

的な勝訴判決も出た。そうした闘いに声援を送り

つつ、私自身は「『生業を返せ、地域を返せ！』

福島原発訴訟」という集団訴訟の原告弁護団の一

員として活動している。 

 この裁判は、①各原告の居住地を 3・11 以前

の自然放射線量に戻せ、②それまでの間、全ての

原告に毎月 5 万円の慰謝料を支払え、という判

決を求めている。単なる金銭賠償ではなく原状回

復を求める点、原告が個別の損害項目と金額を積み

あげるのではなく、足並みを揃えて共通する最低限

の慰謝料を請求する、という点に大きな特徴がある。 

 昨年（2013 年）の 3 月 11 日に提訴し、その

後の追加提訴を経て、現在は原告 3000 人程度の

原告団となっている。 

私たち原告団・弁護団はこの裁判を、法廷内外

の闘いによって最終的には国の政策を動かし、被

害の完全救済のための諸施策を実施させ、さらに

は二度と同じ被害を繰り返さないための唯一の施

策＝脱原発を実現するためのテコとして位置づけ

ている。それにふさわしい原告団として、1 万人

を目指している。 

原告には、原発事故当時強制避難区域に居住し

ていた住民はもちろん、「低線量」といわれてい

る地域の住民や、県外の住民も多い。3・11 以前

の居住地で生活している方もいれば、避難（北海

道から沖縄まで）している住民もいる。「低線量」

だからといって被曝およびその影響への不安から

自由であるわけではなく、同じように生活と健康

に不安を覚えつつ元の居住地で生活している方も

いれば避難を選んだ方もいる。放射能に怯えず平

穏に暮らす権利を奪われたという点で、被害者の

間に線引きは存在しないと私たちは考えている。 

国と東京電力の過失を問う 

 勝訴判決だけでなく、国の政策を変え、脱原発

を目指すためには、その大前提として、東電だけ

でなく国にも、今回の原発事故被害についての責

任救済の同義的政治的責任ではなく、原状回復と

損害賠償の法的責任があることを明白にしなけれ

ばならない。 

 福島第一原発事故は、原発停止後も熱を発し続

ける炉心を水で冷やす機能の 要
かなめ

である電源を維

持するための電源盤など重要機器が、津波により

失われたために生じた（それ以前に地震により機
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能喪失していたとの有力な指摘もあるが、建屋内

部の十分な調査は遠い将来の話であろう）。電源

盤など重要機器の多くは、タービン建屋等の地階

に設置されていた。建屋には防潮扉もなく、重要

機器は水密化されていなかった。ここまでは、東

京電力も認めている。 

 問題は、タービン建屋等の位置する高さ 10ｍ

の敷地を超えるような津波を、予測していた、あ

るいは予測できたのかどうか。東電や国は「想定

外」であったと主張し過失を否定している。 

 私は、弁護団の中での役割分担の結果、津波に

ついての過去の文献（専門家の論文から防災に関

する行政文書まで）を調査して、いつの時点でど

のような規模の津波を東電や国が予見しえたか、

を具体的に明らかにするという作業にこの 1 年

あまり没頭している。今回の原発事故について政

府や国会が事故調査報告書を発表しているが、そ

れらを子細に読み込んでゆくと、東京電力や電気

事業連合会が 1990 年代、さらに 2000 年代に実

施した試算のうち、試算結果（津波の高さ）が未

だ公表されていないものが複数あることが分かる。

法廷で、それらの提出を国や東京電力に迫るのも

役割のうちであり、追及によっていくつか重要な

資料も出てきている。 

日本海溝沿いの津波地震を想定すれば 

 日本列島に並行して南北に走る日本海溝におい

て、太平洋プレートが年 8cm ずつ日本列島を乗

せた北米プレートに沈み込んでいる。引っ張り込

まれた北米プレートはやがて反動でずれる（滑

る）。ずれた断層の直上の海底が急激に隆起する

と、大きな津波の原因となるのである。記録の残

されているここ 400 年余りの間で見れば、日本

海溝沿いの北（三陸沖）と南（茨城沖）でこのよ

うな津波地震が起こっており、福島沖では起こっ

ていない。しかし、地球の歴史の中で 400 年な

ど一瞬に等しく、その間に起こっていないということは

将来も起こらないという保証には何らならない。 

 他方で、原発が津波によって電源を失い過酷事故

に至ることは、万が一にも避けねばならない。そうであ

れば、同じプレート構造を持つ福島沖の日本海溝沿

いでも、北や南と同じ津波地震を想定すべきだ。 

 ここで詳細を述べることはできないが、上記の

ような考え方に立って試算すべきとの「報告書」

が、地震・津波の専門家の助力も得て 1997 年に

作成され、建設省など港湾の安全にかかわる 4

省庁から発表されていた。この考え方に立って電

気事業連合会が 2000 年時点で実施した試算が存

在しており、最大で 10ｍを超える津波の高さに

なることが、国会事故調の記載から推察できる。

私たちはこの事実を法廷で指摘し、国も東京電力

もそのような試算があること自体は否定できない

という所まで議論は進んでいる。 

 3・11 の 10 数年も前に、敷地高さ 10ｍを超え

る津波が実は想定されていた。この事実は今でも

ほとんど市民に知られていないのではないか？ 

これは、よくよく考えてみれば恐ろしい話で、そ

れだけの試算を得ておきながら、防潮扉を設置す

るなどの対策をとるどころか、試算そのものを隠

し続けてきたのが東電ら電力各社なのである。国

もそれを知りつつ容認していた。3・11 原発事故

は予見し予防しえたのだ。私たちはこのことを確

信しているし、必ず判決でも国と東京電力の責任

を認めさせる決意だ。 

 事実の隠ぺいを許さず、追及する。そして、事

実を知ることで、怒りを持続させ、忘却と闘う。

二度と同じ被害を繰り返さないという将来のため

にも、これから、地震と津波の過去の資料にさら

に深く分け入っていきたいと考えている。 

 普段はなかなか話せない経験が、「ここならわ

かってもらえる」と感じられた空間で、堰を切っ

たように語られることがある。この春、お手伝い

している専門誌『労働情報』（RJ）で企画した、

派遣で働く女性たち 5 人の座談会もそうだった。 

 自動車部品メーカーに派遣されていた瀬田さんは、

体調が悪いので休みたいと派遣会社の担当者に言

ったら、「休むならクビだと思え」と告げられた。 

 コンサルティング会社に 14 年派遣されている

宇山さんは、過労の末に職場で倒れ病院に運ばれ

北 健一（ジャーナリスト、出版労連書記次長） 

誰が「当事者」なのか 

派遣法「改正」を扱った編集の仕事から 
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たが、労災の申請さえできなかった。3 か月更新

の細切れ契約で、「派遣の老後なんて知ったこと

か。雇用の調整弁なんだよ」と派遣先の上司に言

われたこともある。 

 実際に働かせる会社（派遣先）が雇用責任を負

わないしくみと不安定雇用を背景に、セクハラや

パワハラも絶えないが、ものも言えない。「あん

まり言うとブラックリストに載って、次の派遣会

社に行っても仕事を紹介してもらえなくなるから

言えないんだ」という話も、飛び出した。 

 ブラックリストが実際にあるのか。それはわか

らない。ただ、偽装請負を労働局に申告（告発）

した労働者のほとんどが、その後クビになった。

そういえば、出版労連がとりくんだ一橋出版・マ

イスタッフ争議でも、出版情報関連ユニオンに入

って声をあげた加藤園子さんの雇用を頑なに拒ん

だ一橋出版（その後、経営破綻）だが、黙ってい

た同僚たちは直接雇用している。 

 安倍政権が「雇用特区」をつくるはるか前から、

派遣・請負の現場は働く権利が奪われる「特区」

（＝番外地）になっていた。座談会では、「女性

の派遣は、職場でも（ナショナルセンターなどの）

集会でも排除される」「正社員の組合員から『非

正規は正規を訴えるでしょ、脅威なの！』と言わ

れた」といった指摘も出て、耳が痛かった。 

 彼女たちが勇をふるってものを言った背景には、

先の通常国会に出された労働者派遣法「改正」案

が、「派遣は臨時的・一時的な働き方で、正社員

の派遣への置き換え（常用代替）を防ぐ」という

これまでの原則を投げ捨て、「生涯派遣」「正社

員ゼロ」を招くことへの、強い危機感があった。 

 大手自動車メーカーに派遣されデザイン業務に

従事してきた前田さんは、「改正」が通ったら、

「派遣の夫婦から生まれた子どもは、いい学校に

行けず非正規でしか働けなくなる。生まれながら

の身分社会になりそうで怖い」と明かした。 

 彼女たちの話を、絶対に伝えなければ。真実が

知られていけば、「改正」を止められるかも――。 

 潮流も職業も違ったが、居合わせた RJ 編集ス

タッフ、協力者の気持ちがぴったり合って、1 号

分で載せる予定の座談会は上下 2 号にわたって

の掲載となり、この座談会と、井上幸夫弁護士の

「派遣法の歴史」を振り返るインタビューを<核>にして、

『正社員がゼロになる！？ 派遣法、大改悪はダ

メ！』という冊子（RJ 特別号）を緊急出版する

ことも決まった。 

 執筆陣は、「最後の労働記者」の異名を取る東

海林智さん、日本労働弁護団の棗一郎弁護士。元

ILO 理事の中嶋滋さんは赴任先のミャンマーか

ら寄せた力稿で改悪を許せば「企業栄えて民滅ぶ」

と警鐘を鳴らし、立正大学の高橋賢司准教授は、

日本とは逆に「派遣の再規制」を選んだドイツの

現状を報告した。GW の前半はそれで丸々つぶ

れたが、久々に心地よい達成感があった。 

 発行後も、波紋は続く。 

 労働弁護団、東京地評……さまざまな団体が開

く集会に RJ 特別号を浅井編集長が持っていくと、

参加者の半分以上が買い求めた。講演や発言の際、

頼まれもしないのに特別号を掲げて紹介してくれ

る当事者や研究者も現れ、特別号は、派遣法改悪

反対のうねりが急速に広がる「種火」（東海林さ

んの巻頭言）となった。 

 先行審議された地域医療・介護総合確保推進法

が反対世論を受け審議が白熱したこと、政府が閣

議決定した法案の条文に、懲役「1 年未満」を

「1 年以上」とする大きな誤記があったことなど、

さまざまな事情が重なったこともある。 

 だが何より、勇気ある当事者が声を振り絞り、

心ある人たちがそれを懸命に伝え、全労連・全労

協・MIC などでつくる雇用共同アクションをは

じめ、日弁連も連合もみんな反対したことが、

97%を超える閣法（閣議決定して政府が提出した

法案）が可決成立した「１強多弱国会」で、この

悪法を廃案に追い込んだ力の根っこになった。 

 悔い改めることを知らない政府・厚生労働省は、

「秋の臨時国会に再提出する」としており、攻防は続く。 

 派遣法「改正」案の誤りは、内容だけにとどま

らない。現政権の他の施策にも通じるが、その

「決め方」にも重大な瑕疵がある。何しろ労働者

派遣法改正案をつくるというのに、労働政策審議

会（労政審）でも、それに先立つ研究会でも、た

だの一度も派遣で働く当事者を呼ばず、彼女、彼

らの生の声を聞かずに条文をまとめたのだ。 

 労政審には、派遣業界の代表 2 人もオブザー

バーとして入り、彼らの大きな声が議論を主導す

る。うち一人は、キヤノンの偽装請負で利益を得

ていた派遣・請負会社の役員だった。 

「あなたの仕事はない」と電機メーカーで退職勧
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奨に遭い、再就職支援を使って派遣会社に就職し

たら、「いい仕事がありますよ」と、自分を辞め

させた会社に派遣される。仕事は同じだったが、

賃金は下がった。常用代替防止の原則を壊せば、

こんなふざけた話が広がりかねない。派遣法「改

正」で安心できる働き方を脅かされるのは、派遣

労働者だけじゃない。派遣先企業の正社員も、ま

ぎれもない「当事者」なのである。 

 だから、と、広島大学の緒方桂子教授（労働法）

は言う。「派遣労働者を『同じ職場で働く仲間』と見

るまなざしのなかに、派遣労働者問題を解決する鍵

がある」（『労働情報』889号「時評自評」）。 

私たちも当事者だ――。この気づきが状況を変 

「私と原発」というテーマで原稿依頼をいただ

いた。率直に言うと、原発や原発問題については

無知で、関心も薄かった。シーベルトとベクレル

の違いもわかっていない。執筆にあたりいろいろ

調べて、さも以前から知っていたかのように、普

段から原発問題を意識しているかのように書くこ

ともできるが、それもわざとらしいので、あえて下調

べをせず、私の現状認識をありのまま書くことにする。 

3・11 までの私の原発に対する認識は、「リス

クがメリットをはるかに上回り、ないに越したこ

とはないもの」という程度だった。原発に対する

スタンスは、積極的賛成でも積極的反対でもなく、

どちらかといえば「反対」といった程度だった。

そこには、原発に反対したところで、原発が作っ

た電気を使っているという矛盾、つまり原発に少

なからず依存している日常があったからだ。 

  

 まず、素朴な疑問として、原発に賛成し、原発 

を推進する人たちのその理由は何だろうか。既に

原発に依存しているからという現状肯定派の意見

や、原子力は夢のエネルギー云々といった表向き

の理由はさておき、原発のリスクが大きいことは

周知の事実で、それがついに日本でも現実のもの

となって、これだけの被害と犠牲が出ていながら、

それでもなお原発賛成・推進をやめない人たちは   

どういう考えをもっているのだろうか。原発との

える一歩になるという点で、派遣問題は原発問題

と似ている気がする。彼女、彼らは、私たち。私

たちのことを、私たち抜きで勝手に決めるな！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利害関係でそうしている人の話ではなく、一般の

人の話である。自分も含めてあてはまる人が多い

と思うのだが、原発と聞いて賛成・推進とまでは

いかなくても、消極的反対になってしまうのはな

ぜだろうか。積極的に原発を支持する理由もない

のに、原発の完全否定となると、なぜか足踏みし、

思いとどまってしまう。一体何の義理で躊躇して

いるのだろう。実は、これはあることに似ている

のではないか。それは軍隊や戦争に対する人間の

態度である。本音では怖い、死にたくないと思い

ながらも、態度では正反対になる。原発に賛成す

べきか反対すべきか、依存すべきか脱却すべきか

を、迷う余地はないはずなのに、本音を殺して、

逆のことを言ってしまうのではないか。原発は、

軍隊や戦争と同じくそういう象徴になっている。

感情的に反原発と感情的に原発賛成の違うところ

は、前者が害をもたらさないのに対し、後者は取

り返しのつかない害をもたらす可能性があるとい

うことである。正直になって、本音にもとづいて

行動しよう。事が起きて大騒ぎするのは自分なの

だ。幼稚な思考で国土を荒廃させてはならない。 

  

 さて、3・11 以降、3・11 をきっかけとして、

反原発、脱原発の勢いが加速したことは間違いな

い。それまで原発に対する態度がどっちつかずだ

った人も、これを機に気持ちが固まった人も多い

郡 謙典（開隆堂・開隆館労働組合） 

原発と人間の心 
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のではないだろうか。これはよい傾向なのだろう

が、一方で考えさせられることもある。そこに人

間の悲しい性
さが

が表れているからだ。正論なのに受

け入れられず、かき消され、異端視された考えが、

ある大きな出来事、つまり事件・事故をきっかけ

として、はじめて市民権を得るというパターンに

なってしまっている。人間社会、残念ながら行き

着くところまで行ってから、一線を越えてから、

ようやくコンセンサスが形成される。戦争・平和

にしたってそうだ。戦前から反戦の声、運動はあ

った。しかし当時はそれらの声は少数派にされて

しまい、戦争に負けて、戦争が終わった後になっ

て、反戦平和の考えが世の中に通るようになった。

それは、その時々の政府によって情報が統制され

てきたことにもよるのだろうが、多大な被害と犠

牲を被る前からみんながそういう方向を向いてい

れば、その被害と犠牲は防げたわけだ。原発にし

ても、本当なら 3・11 前から 3・11 後のような

状況であるべきだったのだ。正直、かく言う自分

も 3・11 を契機に意識を変えた一人なのだが…。

前述の内容が個人の意識の問題であるのに対し、

これは集団の意識の問題だ。もう 3・11 は起き

てしまったわけだが、私たちは現在の状況を維持、

発展させて、次の 3・11（次は地震によるものと

は限らない）を防がなければならない。予想外の

形で放射性物質が漏れる事故が起きるかもしれな

い。そうなってから騒ぐのではなく、そうなる前

に行動を起こしていなければいけない。そこは私たち

が過去の歴史から学習しなければならないところだ。 

 

 3・11 以降、3・11 をきっかけに促進されたこ 

 水蒸気を作ってタービンを回すことで発電機を

動かす。これは火力発電所と原子力発電所に共通

だ。かつて文部科学省が作成した小学生向けの副

読本『わくわく原子力ランド』では火力発電所と

原子力発電所の解説を見開きで並べていたが、原

発と火力発電を大差ないものと印象付けようとし

ていたのではと考えるのは考えすぎだろうか。 

ととしてもう一つ、クリーンエネルギーによる発

電への関心の高まりがある。反原発、脱原発を言

うのであれば、これまで原発に少なからず依存し

てきた日常がある以上、それに代わる発電のこと

も考えなければならない。反・脱原発と言うだけ

では無責任であり、そこは現実的になって、反・

脱原発と新しい発電はセットで考えるべき問題で

ある。しかしながら、その議論があまり活発でな

いように感じる。日本はエネルギー資源には恵ま

れていないが、自然環境には恵まれているのだか

ら、それらを利用しないのはもったいない。海に

囲まれている日本は、特に海水を利用した発電に

ついて、さまざまな方法が考えられると思うのだ。

実現にはいろいろ障害があるのだろうが、試行錯

誤して、それらをクリアしていかないと、このま

までは、「やっぱり原発が必要」となってしまう。

日本は新しい発電方法を実現させ、その分野で世

界のモデルになれるはずである。 

反・脱原発活動に日々真剣に従事されている

方々には頭が下がる。それらの活動がパフォーマ

ンスで終わらないようにするためにも、私たち一

人ひとりが、原発の危険性、必要性を自問し、本

音で危険、不要と思うならば、素直にそれを自覚

し、日々の言動に反映していくべきだ。そうして、

クリーンエネルギー発電のことも考えながら、次

の惨禍を未然に防いでいきたい。大切なのは人間

の意識、つまり心なのである。少しでも多くの人

がそのような心構えをもつことで、放射性物質の

恐怖の下で生活せずに済む世界へ、原発のない未

来へ到達できるのではないだろうか。 

 たしかに簡単な模式図をならべてみればよく似

たものに見える（図 1）。しかし、問題は水蒸気

を作るエネルギー源にある。火力では、石油、石

炭、天然ガスなどおもに化石燃料を燃やした熱で

水を加熱し水蒸気を作る。一方の原子力発電では、

核分裂反応という原子核（ウラン 235）が分裂す

る反応で発生する熱を利用する。 

きちんと知りたい原発用語 

川原 徹（岩波書店労働組合） 

[第 5 回]  原発の仕組み 

         

 

 

 

 

連載 

 



6 

 

 核分裂反応で発生する熱は膨大だ。1 グラムの

ウラン 235 がすべて核分裂すると 820 億ジュー

ル（196 億カロリー）ものエネルギーが発生する。

およそ 196 トンの水を沸騰させられるエネルギ

ーだ。これだけのエネルギーを発生させるには石

炭なら、およそ 3 トン、石油ならおよそ 2000 リ

ットルの量が必要になる。小さじ 1 杯分にも満

たないウラン 235 からこれだけのエネルギーが

発生するというのは驚くべきことであるとともに、

もしエネルギーの発生を制御できなくなったらと

考えると大変恐ろしいことでもある。 

核分裂連鎖反応と臨界事故 

 ウラン 235 の核分裂反応の代表的なものは、

ウラン 235 が中性子を 1 個吸収し 2 つの小さな

原子に分裂し、2 個の中性子を放出するというも

のだ。1 個のウラン 235 が分裂したとき近くに別

のウラン 235 があったら、放出された 2 個の中

性子は別のウラン 235 に吸収されて、そのウラ

ン 235 も分裂するだろう。そしてそれぞれがま

た 2 個の中性子を放出する。もし周囲にたくさ

んのウラン 235 があったなら、中性子の吸収⇒

分裂⇒中性子の放出⇒中性子の吸収･･･と次々に

核分裂が繰り返されていく。このように核分裂が

連鎖的に起こることを核分裂の連鎖反応という。

分裂のたびに 2 個の中性子が放出されるのだか

ら、分裂するウラン 235 の数は、1、2、4、8、

16、32、･･･と 2 の累乗数でネズミ算式に増えて

いく。この連鎖が 30 回も続けば分裂する個数は

10 億を超える。あっという間に膨大なエネルギ

ーが放出されることになる。これがウラン 235

を使った核兵器（広島型原爆）の原理だ。 

 天然のウラン鉱石に含まれるのは、ウラン 238

という核分裂を起こしにくいものがほとんどで、

ウラン 235 はその 1%にも満たない。天然のウラ

ン鉱石をもってきてもそのままでは核分裂の連鎖

反応が起こることはない。 

 核兵器や原発で使うウランでは、天然のウラン

からウラン 235 だけを取り出してその濃度を高

める濃縮という作業を行っている。原発では 2～

5％程度、核兵器では 90％以上に濃縮する。原発

で使う 2～5％のものは低濃縮ウランと呼ばれる。

この程度の濃度なら放出された中性子の多くは他の

ウラン 235 に当たることなく外に出て行くので、ネズミ

算式に核分裂が進むことはない。2 個の中性子のう

ち 1 個程度が吸収されるような状況なら核分裂は継

続する。吸収される中性子が十分な数になり核分裂

反応が継続する状態になることを臨界という。 

 連鎖反応が進み臨界になるかどうかは濃縮の度

合だけでなく燃料の形状にもよる。体積に対して

表面積が大きければ、別のウラン 235 に吸収さ

れることなく燃料の外に出て行く中性子が多くな

るので連鎖反応は起こりにくくなる。 

 1999 年に東海村 JCO で起こった臨界事故で

は、濃縮ウランを溶かした溶液をかき混ぜる作業

で、細長い円筒型の容器（体積に対して表面積が

大きい）を用いるべきところを丈の短い別の容器

（体積に対して表面積が小さい）で代用したこと

が事故の原因となった。濃縮された核分裂性物質

は、ちょっとした条件が整うと臨界状態に達して

しまうので厳重に取り扱わなければならないのだ。 

 
 

図１ 火力発電所（左）と原子力発電所（右）の模式図。どちらも水を加熱して水蒸気を発生させ、水蒸気の圧力でタービンを

回して発電する。火力ではボイラーで、原子力では原子炉で水を加熱している点が異なるだけともいえるが、ボイラーと原子炉

の違いを抜きに両者を同じようなものと考えてはならない。 
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原子炉の制御 

 臨界事故の例からわかるように、濃縮したウラ

ンは、濃縮の度合、ウランの形状や配置といった

条件が整えばわりと簡単に核分裂連鎖反応を起こ

す。これらの条件をうまく整えて核分裂反応がほ

どよく続くようにすることで、エネルギーを継続

的に発生させる装置が原子炉だ。このエネルギー

を利用して水蒸気を発生させて発電機を動かせば

原子力発電所になる。 

 原発での核反応の制御はおもに制御棒と呼ば

れる中性子を吸収する素材でできた装置を用いて

行う。燃料棒の間に制御棒を差し込むことで、燃

料棒に吸収される中性子の量を制御する。燃料

棒はその名のとおり細長い棒のような形状をして

いて、金属製の管（被覆管）の中に低濃縮ウラ

ンを焼き固めたペレットと呼ばれるものが詰め

込まれている。燃料棒 1 本だけなら、体積に対

して表面積が大きいので臨界に達することはない。

たくさんの燃料棒を並べて設置することで、ある

燃料棒から出た中性子を別の燃料棒が吸収するよ

うにして初めて臨界に達する。燃料棒の間に制御

棒を差し込めば、中性子は制御棒に吸収されて別

の燃料棒に吸収されることがなくなるので核分裂

反応は止まる。 

減速材と原子炉の種類 

 核分裂反応を継続させるためのもう一つ重要な

条件に中性子の速度がある。分裂したウラン 235

から飛び出した中性子はものすごい速さで飛んで

いる。あまりに速いと他のウラン 235 にあたっ

ても吸収されずに通り抜けてしまうため、核分裂

の連鎖反応がおこりにくい。そこで、原発では燃

料棒の間に中性子を減速するための物質を入れて、

中性子が別のウラン 235 に吸収されやすくして

いる。この物質を減速材という。 

 現在日本にある原発は軽水炉と呼ばれるもの

で、減速材に軽水を使っている。軽水というのは

普通の水だ。軽水炉では減速材である水が炉心の

冷却材の役割も兼ねている。 

 軽水炉はさらに加圧水型（PWR）と沸騰水型

（BWR）にわけられる。沸騰水型は図１の模式

図に示したもので、減速材である水が水蒸気とな

ってタービンを回す役割も担っている。加圧水型

は水に圧力をかけて沸騰しにくくすることで高温

にし、この高温の水を別系統の水の中に通したパ

イプに流して水蒸気を発生させる。水蒸気になる

水が原子炉内を流れないので、タービンが放射能

に汚染されない利点があるが構造が複雑になる。 

 日本の原発にはないが減速材として黒鉛（炭素

でできた物質）を用いた原子炉もあり、黒鉛炉

と呼ばれる。チェルノブイリで事故を起こしたの

は、この黒鉛炉型の原発だ。 

 黒鉛は中性子を吸収しにくいため核分裂反応を

継続させるという点で非常に優れた減速材で、濃

縮していない天然ウランも燃料として利用できる。

しかし、核分裂反応が「中途半端」で終わってしまい

やすいため燃料の利用効率が悪く、中間生成物であ

るプルトニウム 239 ができやすい。このため、現在の

発電用原子炉の主流は軽水炉型になっている。 

世界最初の原子炉「シカゴ・パイル 1 号」も

この黒鉛炉だったが、これは核兵器用のプルトニ

ウム 239 を生産する研究のために作られた。こ

の研究をもとにした黒鉛炉で作られたプルトニウ

ム 239 は、原爆となって長崎に投下された。現

在、世界にある黒鉛炉型の原発も、元々は核兵器

の原料生産を目的としていたものである 

 

あの日、「また、明日ね」と笑顔で別れた友人たちに、まだ会えていない。普通の・あたりまえの毎

日を失ってしまった。日常の暮らしの中で、何が大切なのか？ 喧嘩もしたけど、ささやかな安らぎを

与えてくれた家族・友人・隣人たち・・・いかに人と人の繋がりが重要な役割を果たしてくれていたか

を思い知らされる。避難続きで孤独感があふれ、新しい環境に溶け込めるか、不安と葛藤が日々あたま

をもたげる。コミュニティの存在はとても大切で、その中で情報交換をし、切磋琢磨しながらより良い

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』○22  

あたりまえの大切さ 
井島 順子（小高区より避難・相馬市借り上げ住宅在住） 
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方向をめざしていく。いろいろな方法を試して、失敗を繰り返しながら成長していくことは、何事にお

いてもかかせないことであり、歩みは遅くても前進していける。 

子どもたちは避難を繰り返し、習わないまま進んでしまった教育環境で、学力の低下もさることなが

ら、体力低下がもっと深刻だ。仮設校舎では、体育館・校庭も間借りなので思うように使えない。避難

生活が 3 年以上ともなればストレスも溜まってきている。心の解放と学力増強を目指し、春・夏・冬

休みに大学生を講師に寺子屋を開いた。お兄さんやお姉さんたちが真剣に接してくれて思いが伝わり、

子どもたちに落ち着きと学ぶ意欲、そして将来展望のきっかけがつかめたと思う。      

3 年があっという間に過ぎてしまったが、被災をマイナスに捉えるのではなく、そこから新たなチャ

ンスとひらめき、そして郷土愛を見つめ直して、地元再生の糸口を見出し、最善を尽くすべきではない

だろうか。あたりまえの日々は変わってしまったが、今を楽しみながら、また 10 年後・50 年後・100

年後を楽しみに思いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画 『遺言 原発さえなければ 福島の 3 年

間－消せない記憶のものがたり』 

監督 豊田直巳・野田雅也 

製作年 2013年 上映時間 225 分 

http://yuigon-fukushima.com/cast/ 

原発事故後、2 人のフォトジャーナリストは

福島に入り、3 年間にわたって記録を撮った。

放射能によって失われた自然と故郷。現実と未

来の厳しさと子どもたちの希望が映し出されて

いる。事故後も留まっている飯舘村の酪農家の

生活は牛や猫などの生きものとの信頼関係が結

ばれており、真実の深いことばが胸をしめつけ

る。汚染、決断、避難、故郷、遺言の 5 章か

らなる。            （小川富弘） 

『除染労働』 

被ばく労働を考えるネットワーク編 

2014年 3 月 1000円＋税 

さんいちブックレット 三一書房 

除染という新たな被ばく労働、新たな巨大公

共事業。大手ゼネコンは大儲けする一方で、労

働者は被ばく付き労働のうえピンハネ、使い捨

てをくらう。本書は、異議申し立てを行った労

働者の事例、除染事業の法的・構造的問題点と

課題をわかりやすく整理。闘いの中で変わって

いく労働者の姿に感動する。本委員会の長岡義

幸さんも著者の 1 人。必読です。（中村泰子） 

 

書  評 

■編集部注 

原子力損害の補完的補償に関する条

約（ＣＳＣ） 

米国、アルゼンチン、モロッコ、

ルーマニア 4 か国が加盟。「5 か国

の加盟と原発の熱出力の合計 4 億

kW」の要件を満たさず、未発効。

米国は発効できるよう日本に加盟を

求めており、今秋の臨時国会で承認

案提出の予定。 

条約では、異常に巨大な天災を除

き、賠償責任はすべて事故発生国の

電力会社が負うルール。輸出先が加

盟国なら、日本の原発メーカーのリ

スクが減り輸出しやすくなる。加盟

国で原発事故が起きれば各国から 70

億円の支援を受ける。問題点とし

て、特定業種への偏った支援、70 億

円を誰が負担するのか、実際の原発

事故被害（兆円単位）に比べ少なす

ぎる支援金、原発推進から抜けられ

なくなる等がある。 


