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 3・11 福島第一原発事故当時、同原発の所長で

あった吉田昌郎氏（故人）に対する政府事故調

査・検証委員会の聴取内容が 2014 年 9 月 11 日、

内閣官房のホームページ上で公開された。公開に

先行した朝日新聞社の報道（吉田氏の命令に違反

し多くの現場従業員が撤退したというもの）につ

いて、その後同社が誤報を謝罪し、再稼働に賛成

する報道各社が嬉々として朝日新聞攻撃キャンペ

ーンを繰り広げている。 

 ただ、前回（No.34）も紹介させてもらった通

り、私は福島地方裁判所での国と東京電力を被告

とする集団訴訟（9 月 10 日の第 4 次提訴で原告

数は 3800 人を超えた）において、事故以前に国

や東京電力が過酷事故を招くような津波を予見で

きたか、あるいは予見していたかという過失論を

担当している。インターネット上でも公開されて

いる吉田調書は大部であるが、私としては当然、

津波の予見に関する吉田氏の供述に力点を置いて

読むことになる。 

 防災のための公的機関たる地震調査研究推進本

部（以下、推本）が、2 万 2000 人の犠牲者を生

んだ明治三陸沖地震津波（1896 年）と同じタイ

プの地震が、福島沖を含め日本海溝沿いのどこで

も起こり得る、という見解を 2002 年に出した。

そして、この見解を前提に 2008 年当時、東京電

力内部で試算をしたところ、起こりうる大地震に

よる津波の高さは福島第一原発の建屋の敷地高さ

10ｍを超える結果となった。電源喪失により過

酷事故に至り得る、重大な試算結果であった。 

 政府事故調の質問者は、当時の設備管理部長で

あった吉田氏に対して、試算結果をどのように受

けとめたのか、なぜ具体的な対応は不要だと考え

たのか、繰り返し尋ねている。 

 吉田氏は応えて言う。 

「私の考えから言うと、勿論、原子力発電所の問

題ではあるんですけれども、津波自体、国とか、

地方自治体がどうするんですかという話も絡んで

くるでしょう。東京電力だけがこれを対応しても

しようがない。」 

「東海沖などでもそうですけれども、推本が決め

ているから、国と地方自治体の防災対策会議はち

ゃんと推本どおりに動いているか。動いていない

ではないですか。」 

 

 私はこの説明を到底承服できないのである。東

京電力はじめ電力会社は、原子力発電所の安全管

理に直接の責任を負っている。試算結果が具体的

な危険を示しており、その可能性を完全に否定で

きないのであれば、国や地方自治体の津波対策が

どうであれ、原発を停止し、津波による過酷事故

２００８年津波試算を巡って 

～いわゆる吉田調書についての私見～ 

久保木 亮介（弁護士／代々木総合法律事務所）   
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の回避措置として、建屋ないし重要機器の水密化

や防潮堤の設置等の対策に着手すべきであった。 

 国と地方自治体が推本の見解通りの防災対策を

とっていないということも言い訳にはならない。

放射性物質による被害の甚大性・継続性を考えれば、

防災一般と原発事故防止とでは重みが違うからだ。 

 なぜ対策に踏み出さなかったか。吉田氏は、

2007 年の柏崎刈羽原発事故により数千億の特

別損失を計上する中で、さらに福島原発の津波対

策に多額を要することは、「株主代表訴訟だとか、

説明責任を果たし得るのか」と考えたという。良くも

悪くも、吉田氏は率直に語っているのであろう。 

 吉田氏はまた、「私自身がもともと機械屋です

から」「私はほとんど素人ですから」と、地震・

津波について門外漢であったことを繰り返し強調

している。しかし、繰り返すが 2008 年当時、吉

田氏は設備管理部長であって、もはや単なる「一

機械屋」ではない。仮に自らの知識は不十分であ

ったとしても、津波や地震についての知識を有す

る部下を抱え、現にその部下らが実施した津波の

試算結果が、敷地高さ 10ｍを超えたのである。 

 その時に、設備管理部長として、誰のために、

何のために行動したか（あるいはしなかったか）

が問われるべきであろう。そして、原発事故によ

り被害を受けるであろう多くの住民を思い浮かべ、

吉田氏が 2008 年当時に何らかを発言し行動した

様子は、残念ながら同氏の供述を見る限りうかが

うことができない。 

 事故発生後の吉田氏の事故現場での奮闘がどの

ようなものであったにせよ、同氏を英雄視する風

潮に私は強い違和感を覚える。防げたはずの事故

を防ごうとしなかった東京電力という組織の、彼

は有力な一員であった。そして吉田氏は、自身の

所属する組織の所有者＝株主の利益に忠実であっ

た、というのが私の感想である。 

 

 吉田氏が報告を受け、政府事故調がその存在を

明言した 2008 年試算は、未だ集団訴訟において

国・東京電力から開示されていない。私たち弁護

団の追及は今後も続く。 

2014 年 7 月 24 日から 8 月 24 日までの 1 か月

間にわたって、「特定秘密保護法」の統一運用基

準、施行令、内閣府令に対するパブリックコメン

トの募集が行われた。寄せられた意見は、電子メ

ールなどで 20,471 件、郵送やファクスで 3,349

件、計 23,820 件だったが、半数以上が法律の廃

止や条文の見直しを含む内容だった。今回のパブ

リックコメントは、まるで「パブコメを書かせた

くない」という思惑が政府にあったかのように、

膨大な資料を読み解かなければ意見を書くのが難

しいという、パブリックコメントを書く側にとっ

ては高いハードルが設定されていた。しかしそれ

でも、多くのパブリックコメントが寄せられ、半

数以上が廃止や条文の見直しを求めるものだった

ということに、「特定秘密保護法」に対する世論

の危機感と反対を示す強い意思の表れを感じる。 

政府はパブリックコメントの結果を受け、運用

基準を一部修正して、第 3 回情報保全諮問会議

に提出、10 月 10 日の閣議決定および 12 月 10

日の法施行を予定している。当初の運用基準で私

が最も問題だと思っていた、秘密指定に対する

「法令違反の隠蔽を目的として、指定してはなら

ない」という部分が、「法令違反の事実を指定し、

又はその隠蔽を目的として、指定してはならない」

と修正されたことは一定評価できる。しかし、運

用基準に示されただけで、法令に違反する秘密の

指定が法律で禁じられたわけではない。そればか

りか、法令に違反する秘密指定をした者（行政の

長）への罰則規定もない。これでは、何でも秘密

に指定できる余地を残したことになる。その他の

部分を見ても問題の多い法律であることは間違い

なく、廃止するか、さもなければツワネ原則に沿

った全面修正が必要である。 

 

私が事務局の一員として参加している「秘密保

護法」廃止へ！実行委員会では、どのようにした

らより多くの人々にパブリックコメントに参加し

てもらえるか試行錯誤を続けた。そしてその結果、

前田 能成（日本標準労働組合） 

「原発」と「特定秘密保護法」を考える 
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自身の関心度によって書き分けられる「テーマ別

パブコメ案」をホームページに掲載することにし

た。このテーマ別案の中には「原発」をテーマに

したものもあった。その文案から一部を抜粋して

ご紹介する。 

『原発関連情報が、わが国の安全保障に著しい支

障があると判断され、「秘密」と判断されるこ

とは疑いありません。最近、原発に対するテロ

ということがさかんに強調されていることから

も明らかなように、テロ対策という面からの情

報隠しも行われようとしています。運用基準の

特定秘密の指定で、特定有害活動防止、テロ防

止という名の下に、「重要施設、要人等に対す

る警戒・警備」という項目が設けられているの

はそのためです。』 

 

原発に関連する諸問題と特定秘密保護法がどの

ように繋がるのか、私が目にした新聞記事の見出

しを 2 点、例にあげて考えてみたい。いずれも

東京新聞の記事である。 

①2014 年 8 月 19 日朝刊・第 1 面 

『除染作業員の診断書偽造』『法定健診受けさせ

ず』『下請け「こちらで用意」』 

②2014 年 8 月 23 日朝刊・特報面 

『また後退 規制庁「5 キロ圏」』『川内原発 要

援護者の避難計画』『再稼働ありき 弱者ないが

しろ』 

まず①の記事だが、特定秘密保護法が施行され

たら、現在行われている福島第一原子力発電所の

処理作業のうち、どの程度が特定秘密に指定され

るのだろうか。「ツワネ原則」にもあるように、

あらゆる情報は公開が大原則であり、何らかの理

由で即時の公開がためらわれたとしても、それは

情報公開による「公共の利益」と「損害のリスク」

の比較によって判断されなければならない。ただ

しその場合も、損害のリスクを軽減する可能性が

追求されたうえで、両者を比較し判定する明確な

基準を伴っていなければならない。 

テロ対策という側面から原子力発電所は重要施

設に位置づけられるだろう。そうなると、原発関

連情報に対して、秘密指定権限を持つ 19 の行政

機関の中の複数の機関が、それぞれが関わる分野

で特定秘密の指定をする可能性が出てくる。 

この記事では、福島県田村市での除染作業に従

事する作業員の、健康診断書の偽造が報じられて

いる。環境省は指定権限を持たないし、作業内容

から推してこの除染作業が特定秘密に指定される

ことはないと思うが、被ばく労働に従事する作業

員の確保に伴って、稼働可能な人数や個々の健康

管理情報は、特定秘密に指定される可能性を否定

できないだろう。さらに作業員が、「特定秘密の

取り扱いの業務」を行う者として、適性評価の対

象者となる可能性もある。適性評価については、

プライバシーや人権に関わる問題が指摘されている。 

次に②の記事だが、災害時の住民の避難に関し

ては、パブリックコメントの対象となった「統一

運用基準案」に次のように書かれている。 

『特定秘密に指定しようとする情報が、災害時の

住民の避難等国民の生命及び身体を保護する観

点からの公表の必要性、外国の政府等との交渉

の終了その他の一定の条件が生じた場合に指定

を解除すべき情報である場合には、当該条件を

指定の理由の中で明らかにするものとする。』

（「『特定秘密の指定及びその解除並びに適性

評価の実施に関し統一的な運用を図るための基

準（仮称）（案）』Ⅱ3(4)」p.10）  

この部分については、情報保全諮問会議の委員

からの意見に対する政府（役人）側の対応も資料

として公開されているが、政府側の基本的な姿勢

は「災害時であっても、全ての特定秘密を必ず解

除すべきという条件設定は困難」というものであ

る。つまり、避難計画の有無の前に、その計画を

実施するための災害情報そのものが国によって特

定秘密とされ、一定の条件のもとでしか県や市町

村に提供されない事態が起こりうるということで

ある。パブコメ後もここに修正は入らなかった。 

 

特定秘密保護法の第 1 条にこの法律の目的が

書かれているが、その末尾には「我が国及び国民

の安全の確保に資することを目的とする」と記さ

れている。しかし、この法律に「国民の安全の確

保」という思想が組み込まれていると本当に言え

るだろうか。 

安倍政権は 12 月 10 日の特定秘密保護法施行

を強行するだろう。私たちは何としてもそれを許

してはならない。法の施行を、この国の未来を変

質させる契機とさせないために。 
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 2014 年 8 月 5 日、広島市で開催された原水爆

禁止世界大会の分科会の 1 つ「動く分科会―岩

国基地調査行動」に参加し、在日米軍と自衛隊基

地のある岩国基地内外の様子を観察する機会に恵

まれた。現地の様子を直に見て自らの糧にしたい

という思いから、岩国市でフィールドワークを行

う本分科会に参加した。 

 分科会の所要時間は約 1 時間、参加者は総勢

250 人。まずはガイドの説明を聞きつつ、敷地外

から遠目で基地内部の施設の配置に加えて基地の

周辺環境を俯瞰した。この間約 30 分。時間の短

さとは対照的に、数多くの発見と驚きがあった。 

例えば、基地の真横に建つ化繊工場跡地。米軍

機の飛行の妨げになるという理由で、煙突が半分

に切られたために、県外への工場移転を余儀なく

され、約 3000 人の雇用が失われたのだそうだ。

その姿は、地域経済の乏しさゆえに、基地交付金

や再編交付金に依存せざるを得ない自治体の窮状

を訴えかけているようだった。同時に、基地の対

岸に見える愛宕山で建設が進む米軍住宅と米軍所

有の市民球場とのコントラストは、厚遇された米

軍住宅の建設を推進する自治体と反対派住民との

軋轢を暗示する。というのも、その市民球場は、

反対派住民への懐柔策として米軍住宅の建設を推 

進する自治体の意向で造られたからだ。また、基

地の真横でガイドの説明に耳を傾けている最中、 

米軍機が目の前を通過し爆音を轟かせながら基地

に着陸した。その姿は、妊婦や乳幼児への影響が

明白でありながらも、それを黙認せざるを得ない航空

機による騒音被害の辛辣さを否応なく感じさせた。 

このように、ガイドの説明と岩国基地内外の光

景とを結びつけることで、それまでは「単なる光

景」にすぎなかったさまざまなものが、瞬く間に 

「生々しい現実を訴えかける光景」へと昇華する。

うまく言葉で表現できないが、これまでさまざま 

なメディアを通じて間接的に岩国市が抱える諸問

題を理解していると思い込んでいただけに、自身

が受けた衝撃はいっそう大きかった。 

 その後、バスの車窓から市街地の様子を観察し

た。人影まばらな商店街や、英字看板に浴びせら

れたスプレーの落書き、壁一面に貼られた米軍基

地反対派の集会を告知するビラの数々。車窓から

は、基地内外を見た数十分前と同様に、これまで

に抱いていた岩国市の固定観念を容易に覆す光景

が次々と目に飛び込んできた。もちろん、このよ

うに自認できるのは、直前にガイドの説明を聞き、

さまざまな驚きがあったからなのはいうまでもな

い。驚きゆえの問題意識を持って世界を見なけれ

ば、それはありふれた光景として完結し、決して

何も感じなかっただろう。しかし同時に、私のよ

うな外部の人間の目には奇特に映る光景が、現地

では普遍的なものとして完結しているのも事実だ

と気がついた。だからこそ「問題」が『問題』と

して存在しながらも、あえて問題化しないパラド

ックスが存在するのではないだろうか。同時に、

自身の過去の沖縄訪問と重ね、このような問題化しな

いパラドックスは、岩国市に限らず、米軍基地を有す

る自治体に共通した構造なのだと気がついた。 

 一連の経験は、これまでは他人事だった「平和」

という概念を主体的に考える契機となった。それ

こそが、本分科会への参加における最大の収穫と

なったと考えている。自身が当然のごとく享受し

ていると錯覚しがちな「平和」は、同じ日本であ

りながら岩国市では当然ではない現実。そして、

現地へ赴くことなくしては、そのような現実に決

して気づけないこと。さらには、そのような現実

ゆえに生じる問題は、極めて顕在化しにくい構造

が存在すること。限られた時間ではあったが、岩

国市で見たあらゆる光景は、このように「平和」

という概念を省察する契機を自身に与えてくれた。 

一連の経験を単なる経験として自己完結させるこ

となく、形はどうであれ意識的に周囲に発信する

ことが必要なのではないだろうか。 

 

山本 達人（開隆堂・開隆館労働組合） 

広 島 

 「原水爆禁止世界大会」に参加して 

「岩国基地調査行動」に参加して 

 

「
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
」
に
参
加
し
て 
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 2014 年 8 月 4～6 日、原水禁世界大会・広島

での体験の中で最も刺激をうけたことは、被爆体

験者から直に話が聞けたことだ。 

 原水禁世界大会では、様々なテーマ別に分科会

が準備されていて、私は「被爆者訪問、学習・交

流」という分科会に参加した。 

 会場は、広島駅からバスでおよそ 1 時間のと

ころにある寺。1945 年 8 月 6 日の原爆被害の後

に、実際に負傷者や死者を収容した所だ。それほ

ど広くない寺の中に 100 人以上が収容され、お

よそ 30 人が亡くなったとのことであった。 

 そこで、被爆体験者の田中さん（75 歳）より

話を聞くことができた。 

 

 田中さんは 6 歳のとき、爆心地より 1.6km の

地点で兄と被爆した。そろ盤塾として使われてい

た寺の中でサイレンが聞こえ、外に出てみると

B29 が 2 機見えた。「きれいだなあ」と空を見

上げていたときに凄まじい閃光を見て、気がつい

たら建物の下敷きになっていた。隣に立っていた

女の子 2 人は即死だったそうだ。全てが一瞬の

うちに過ぎ、痛みや恐怖すら感じることができな

かったと語っていた。田中さん本人は兄と一緒に

自力で自宅にたどり着いたが、変わり果てた広島 

原発は原理的に危険 

 原発で使われるウランでは、原爆のような核爆

発が生じることはない。核分裂の連鎖反応が加速

度的に続かないように燃料の中のウラン 235 の

濃度を低く抑えているからだ。 

 だからといって原発が安全ではないことは、既

にいくつかの原発事故を身をもって経験した現在 

の私たちには明らかなことだろう。 

 原発に限らず機械や装置は故障したら自然に動

作が止まってくれるほうが安全だ。放っておいた

市内とたくさんの無残な死体や負傷者を見ること

になり、また人間の身体が腐敗する臭いや焼ける 

臭いが凄まじく、さらには負傷者の「水を求めた

り助けを求めるうめき声」が耳について離れなか

ったとのことだ。 

 話を聞いてあらためて認識したことは、69 年

という年月がたっても、実際に被爆された人には、

「臭い」や「声」というものも含めた当時の光景

が、これほど鮮明な記憶とともにありありと存在

するということである。わたしたちはまだ直接体

験談を聞くことができる。しかし、その被爆体験 

者自身はご高齢になられているという現実がある。 

 

 被爆体験は、あまりにも酷い記憶なので思い出

したくない。家族の間でも一切話題にしてこなか

った。しかし高齢になった今、被爆体験を後の世

代に引き継ぎ、平和につながることであれば話す

べきだと思い、4 年前より話し始めたと田中さん

は語っていた。 

 被爆者が高齢化している今、被爆の体験を当事

者に聞いたことをこうして人に伝えながら、次の

世代に引き継ぎ、何としても体験の記憶を維持さ

せ、二度と同じ過ちを繰り返してはならないと痛

感した。 

らいつまでも走り続ける暴れ馬を御者が手綱でな

だめながら走らせるのと、放っておいたら走らな

い怠け馬を御者がむち打って走らせるのではどち

らが安全だろうか。手綱が切れたり御者に何かが

あったりしたとき怠け馬は勝手に止まってくれる

が、暴れ馬はそのまま走り続ける。 

 しかも濃縮されたウラン 235 があって、適当

な条件がそろえば、核分裂反応は自然に生じる。

何か高度な制御を行って初めて生じるというもの

ではない。原発は、核分裂という暴れ馬を制御棒な

きちんと知りたい原発用語 

川原 徹（岩波書店労働組合） 

[第 6 回]  原発はなぜ問題か 

 

    

 

 

 

 

連載 

 

川口 純（日本標準労働組合） 

被爆体験者の話を聴いて思うこと 
 

「
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
」
に
参
加
し
て 
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どの手綱でなだめながら運転しているようなものだ。 

 もちろん、手綱が切れたときのための安全装置

は原発に備えられている。緊急事態が起きると制

御棒は燃料棒の間に差し込まれた状態で停止する

（原子炉スクラム）。制御棒の重さやバネの力

などを利用して、トラブルの際には自然に差し込

まれるように設計されている。また、緊急時にホ

ウ酸を溶かした水を原子炉に注入する装置もある。

ホウ酸は中性子を吸収する能力が高いので、ホウ

酸水の注入によってウラン 235 に吸収される中

性子を減らすことができる。これらがうまく働け

ばウラン 235 の核分裂は止めることができる。 

核分裂反応が止まってもまだ終わりではない 

 ところが、ウラン 235 の核分裂が止まっても、

原発という暴れ馬はまだ止まらない。原子炉の中

で熱を発生させているのはウラン 235 の核分裂

反応だけではないからだ。原子炉の中には、ウラ

ン 235 以外にも核反応で生じた大量の放射性物

質が貯まっている。ウラン 235 の核分裂が止ま

っても、これらの放射性物質は放射線を出してい

て、安定な原子へと変わっていく際に熱（崩壊

熱）を出し続ける。これは制御棒やホウ酸水で止

めることはできない。放っておけば燃料棒はどん

どん加熱してやがて溶け落ち（メルトダウン）、

圧力容器の底に溜まる。溶け落ちた高温の燃料棒

が原子炉内の水を一気に沸騰させて大量の水蒸気

が発生し、原子炉内の圧力が急上昇し原子炉を破

壊する可能性もある（水蒸気爆発）。水蒸気爆

発が起こらなくとも原子炉の圧力容器の底で熱を

発し続け、やがて圧力容器の底に穴を開けて燃料

棒は原子炉から外へと溶け落ち（メルトスル

ー）、大量の放射性物質が放出されることになる。

また、溶けた燃料棒であっても条件が整えば再び

臨界状態になってウラン 235 の核分裂が始まる

（再臨界）可能性も否定できない。 

 したがって、ウラン 235 の核分裂反応が止ま

ったとしても燃料棒を冷やし続けることが必要に

なる。それなりに冷えるまでに数か月かかるが、

その後も燃料棒は熱を発し続ける。燃料交換で原

子炉から取り出した燃料棒をプールに入れている

のはそのためだ。 

 とくに重要なのは原子炉スクラム直後の冷却だ。

核分裂反応が止まっても原子炉はまだ熱く、さら

に崩壊熱による加熱が続くので、ポンプで原子炉

に水を注入し続けなければならない。放っておく

と原子炉内で水が蒸発し続け原子炉内の水位は下

がり燃料棒の加熱はいっそう加速する。上昇した

圧力で原子炉が破壊されるおそれもある。冷却用

のポンプを動かすには当然電力が必要だ。しかし

当の原発は止まってしまっていて発電はできない。

そこで原発には必ず非常用の発電機が併設されて

いて停止時の冷却に必要な電力を供給する。また

発電機の故障等に備え巨大なバッテリーも用意さ

れている。巨大な電力を生み出す発電所に別の電

源が必要とは何とも皮肉なことである。 

安全装置も働かなければ意味がない 

 原発は、万一の事態に備えて何重もの安全装置

を備えている。しかし、すべての安全装置が一度

に使えなくなるような事態が起これば、いくつ安

全装置があっても無駄である。福島第一原発事故

では、地震とそれに続く津波が電源をすべてだめ

にしてしまった（全電源喪失）。冷却のための

装置を何系統備えていようとそれらを動かす電源

がなければお手上げである。このため原子炉スク

ラム後の冷却ができず、メルトスルーまで起こっ

たと考えられる（実際に確認できるまでには 10

年 20 年かかるといわれる）。 

 なお、原子炉建屋を吹き飛ばしたのは、水素の

爆発によるもので水蒸気爆発ではない。燃料被覆

管の素材であるジルコニウムと高温の水蒸気の化

学反応で水素が発生し、それが原子炉から漏れ出

て建屋にたまり何らかの原因で発火、爆発したと

考えられる。水蒸気爆発だったら原子炉は大きく

損傷し放射能汚染はより深刻なものとなっただろ

うし、関東や東北といった広大な地域が居住不可

能となるような事態もあり得ただろう。 

 原発にはなぜ何重もの安全対策が必要なのか。

事故が起こってしまったら甚大な被害が生じるか

らというのはもちろんだが、そもそも暴走する可

能性のある危険な代物であるということを私たち

は今一度認識しておく必要があるだろう。手綱が

外れれば甚大な被害に向けて走り続ける。いまの

技術でできることは安全装置という何本もの手綱

を用意しておくことだけだ。そして、丈夫に作っ

たつもりの手綱も「想定外」の事態でたやすく切

れてしまうことを忘れてはならない。 

環境に厳しい原発―「クリーン」という虚構 

 仮に事故を起こす可能性をゼロにできたとして、
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原発は優れたエネルギー源として推進すべきだろ

うか。無条件に賛成という人はいないだろう。 

 事故が起こらなかったとしても、原発は大量の

放射性廃棄物を生み出し続ける。それらのもつ放

射能を消すことはいまの人類にはできない。もの

によっては数万年以上という長い時間をかけて自

然に放射能が減っていくのを待つしかない。これ

まで日本の原発が生み出してきた放射性廃棄物の

量は、高い放射能をもつ使用済核燃料だけでも既

に約 1 万 5000 トン、放射能の低い廃棄物はドラ

ム缶で約 100 万本にもなる。 

 これらの処分（といっても安全なところへ置い

ておくだけだが）の目処はいまだ立っていない。

使用済み核燃料は安定した地層にトンネルを掘っ

てその中に保管する（地層処分）ことが考えら

れているが、数万年にもわたる長期間、絶対に安

定といえる地層が地震大国の日本にあるだろうか。

原発が「トイレのないマンション」と揶揄される

のももっともなことである。 

 また、発電時に二酸化炭素を出さないことから、

原発は温暖化対策の切り札として宣伝されてきた。

電気事業連合会は「原子力発電はクリーンな電気

のつくり方」というキャッチコピーで雑誌広告を出し

たことがある（2008 年）。二酸化炭素を出さない

ということだけで「トイレのないマンション」をクリーン

とうたうことに違和感を覚えない人はいないだろう。

この広告は日本広告審査機構（JARO）によっ

て不適切との裁定をくだされた（2009 年）。 

 しかも、気候変動のメカニズムはとても複雑だ。

人類が排出する二酸化炭素が気候に与える影響を

正確に予測することは難しい。しかし、人類にと

って好ましくない事態を招く可能性は高い。二酸

化炭素の排出抑制は人類にとって喫緊の課題であ

ることは間違いない。しかし、それを理由に原発

を推進することは、人類の生存のために環境を保

全するという目的からすれば本末転倒だろう。 

 さらには、原発の冷却に使った高温の排水（温

排水）が環境へ与える影響も懸念されている。

冷却のために取り入れた海水と排水の温度差は

７℃以内と規制されているが、生物にとって 7℃

の温度上昇はかなりのものだ。福島での事故後日

本の原発が停止したことで原発周辺の生態系が劇

的に回復したとの報告もある。 

 世界中の原子力発電所の温排水による気温上昇

は、二酸化炭素による温暖化効果の約 0.13％に

しかならず、決して高くはないので温排水自体が

地球温暖化の大きな原因にはならないが、原発の

周辺あるいは、日本海などの限られた海域の環境

に与える影響は否定できない。 

 

被曝警告の標識 遠い将来、現在の人類の言語が通じ

ないことも想定して絵文字になっている。そのような

遠い未来にまで危険を押しつけることは果たして許さ

れるのだろうか。 

 2011 年 3 月 11 日金曜日、午後 2 時 46 分。私たちはこの日この時を一生涯忘れることはないでしょ

う。そうあの日あの時、日本中を、いや世界中を震撼させた東日本大震災、そしてそれに伴う福島第一

原子力発電所の水素爆発。あの日から 3年 6か月の時が過ぎました。 

 今でも思い出されるのは、小さな揺れから始まり徐々に変わっていく大地の大きな揺れ、地球が割れ

てしまうのではないかと、恐怖に慄いた永い永い揺れがいつまでも続きました。大きな余震が続く中、

小高地区の集会所に避難し 2 日が過ぎた時、突然ドンッという身体に響く爆発音。福島第一原子力発電

所の水素爆発でした。その日から私たちのそして福島県民の永く辛い避難生活が始まりました。親戚の

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』○24  

原発被災者としての苦悩と苦難との戦い 
齋藤 邦彦（南相馬市在住） 
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家、友人の家、段ボールと毛布だけで過ごした体育館と廃校の校舎での寒さに耐えた 1 か月。家族 6

人が窮屈な 8 畳の部屋で 4か月過ごしたホテルでの生活。そして今、故郷を離れ、狭くて不便な仮設住

宅での生活を余儀なくさせられています。いままで近くにあった学校、職場、そしてなによりも病院。

慣れ親しんだ全てが、あの一瞬で失われ、そして激変してしまいました。 

 私たち東北の人間、そして福島の人々は、いつ終わるかまだまだ見通しの立たない復興への道程を互

いに励まし助け合いながら、一人ひとりがしっかりとした信念を持って、苦難に負けずに戦ってゆかな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『福島原発事故グリーンピースダイアローグ』  桐生広人 著 

2014 年 8 月 Amazon 購入価格 7$（728 円変動あり）Kindle 版電子図書 

発売：Amazon Services International,Inc. 

 東京電力福島第一原発の爆発事故で広がった深刻な放射能汚染の危険を日本政府が否定し情報公開を

怠ったことから世界の人々の不安が増幅した。 

 世界各地で数々の放射能汚染調査の経験を積んだ国際環境 NGO グリーンピースは、いち早く放射線

防護の専門家チームを福島県に派遣した。福島県内の自然や生活環境、農産物、海洋と海産物、全国に

流通する食品サンプルの放射能測定を行い、日本政府に住民の保護を優先するよう数々の政策提言をし

ながら、データを蓄積し原発ゼロの社会を目指している。 

 本書はこの 3 年間の調査活動をまとめたもので放射能調査データにアクセスし放射能被害の評価や

健康保護に役立てられるようリンクされている。                                   （桐生広人） 

（http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00N0YNCFI?*Version*=1&*entries*=0）） 

 

『日米＜核＞同盟 原爆、核の傘、フクシマ』  太田昌克 著 

 2014 年 8 月 800＋税 岩波新書 

「平和利用」の原発が「核の傘」とセットで巧みに売り込まれてきた日米の関係を両側面から浮き彫り

にする。冷戦時代が終わり、高度経済成長が終息してもなお、核のヤヌスの二面性に依存したままの日

本を、特にアメリカの公文書から読み取れる片務的従属の「同盟」実態と、プルトニウム保有をめぐる

彼我の思惑のずれ、国際的核軍縮の中で孤立する「被爆国」の外交などから描き出す。 （北林岳彦） 

書  評 


