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 このごろ、地下鉄の駅構内を歩いていて「非常

口」と書かれた標識が目に入ると、つい炭鉱のこ

とを思い浮かべる。コンサートホールでオーケス

トラの演奏に聴き入っていても、ふと「非常口」

の誘導灯を見上げれば、一瞬その向こうに坑道の

闇が覗けた感覚を味わう。デパートでも飲食店で

も近所の郵便局でも、白地に緑色のあの人間が足

早に逃げる形の「非常口」のマークに遭遇すれば、

ぼくは逃げられなかった坑夫たちのことが想像さ

れてくる。 

 日常生活でたびたび見かける「非常」と、日常

生活から遠くなった「炭鉱」とが、ぼくの中で強

烈につながったのは、山口県の宇部
う べ

を訪れたとき

だ。地元の友人の車に乗せてもらい、瀬戸内海の

海岸線に沿ってしばらく走り、途中で民家も店も

ほとんどないところがあった。そしてそこの海面

から二つの巨大な筒だけがニョキッと突き出てい

た。1 本は浜辺に近い位置に、もう 1 本はかなり

沖のほうに、太さはほぼ同じで、直径 2 メート

ルか、3 メートルくらいか、いや、もっとあるか

も……「あれって煙突？」とぼくが聞いたら、友

人は教えてくれた。「通気口というか排気口とい

うか、炭鉱の用語ではピーヤと呼ばれるもので、

その両方で換気をやって、坑内にたまる海水もポ

ンプで汲み上げて排水した」 

 車を止めて波打ち際まで下りると、長い年月が

ピーヤのコンクリートに刻んだ無数の腐蝕の跡が

見え、今も原形を保っていることが不思議に思え

た。「長生
ちょうせい

炭鉱
たんこう

」という名のもと、ここで本格

的な石炭の採掘が始まったのが 1932 年だとい

う。道路の陸側に坑口
こうぐち

があって、そこから瀬戸内

海の下をぐんぐん掘り進み、2 本のピーヤの延長

線上に坑道が遥か沖合へ伸びて、枝分かれしなが

ら広がっていたらしい。 

 どんな鉱山でも「落盤」は恐ろしいものだが、

海底炭鉱でそれが発生すると最悪の場合、頭上か

ら海底そのものが一気に崩れ落ちて、すべてが海

に呑み込まれてしまう。宇部の長生炭鉱は 1942

年 2 月 3 日の朝、沖合 1 キロメートルあたりで

崩壊して、働いていた 183 人が命を奪われた。 

 21 世紀の常識の範囲内で考えると、それはた

とえば「水没事故」といった表現になるが、長生

炭鉱の実態を掘り下げてみると、「事故」の定義

とはまったく噛み合わないことがわかる。当時は

国家が石炭の増産に力を注ぎ、企業は暴利をむさ

ぼりながら安全性を大胆に軽視していた。いつか

は落盤すると想定した上で、それを現場には伝え

ず、労働者をこき使ってとにかくぎりぎりまで採
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掘させようというのが、どうやら基本方針だった

ようだ。水没の前兆である漏水は日常茶飯事に起

きていたというし、それを無視して作業を強引に

続けたし、しかも亡くなった 183 人のうち、136

人が朝鮮半島から連れてこられた労働者だった。 

 不慮の事故ではなく計画的な人災だったからこ

そ、当時の日本語では「事故」といわなかったの

かもしれない。「長生炭鉱水没事故」と呼ばれれ

ば、下々の人々の思考はつい「事故原因」へ向か

ってしまう可能性もある。どう転んでも責任追及

にはつながらない、だれのせいでもないイメージ

を醸し出す表現が採用され、正式名称は「水
みず

非常
ひじょう

」となった。 

 実は山口県に限らず九州でも北海道でも、坑夫

たちが犠牲になる爆発や水没を「非常」と呼んで

いた。ガスによるものを「ガス非常」といった

り、何百人も死亡した場合は「大非常」といった

りした。瀬戸内海が流れ込んだ長生炭鉱の坑道に

は、今も 183 の遺体がそのままになっている。

その放置の浜辺に立ってぼくは「水非常」を覚

え、国語辞典に載っていないこの日本語は、だい

ぶ月日がすぎても心から去っていかない。責任と

いうものを考える上で、重要なキーワードなんじ

ゃないかと、次第に感じるようにもなった。 

 思い起こせば「長生炭鉱水非常」から 3 年半

が経って、日本政府が、1945 年 8 月 15 日に発

表した「終戦の詔書」の中でも、同じ「非常」が

重要な役割を果たしていた。 

「朕
ちん

深
ふか

ク世界ノ大勢卜帝国ノ現状トニ 鑑
かんが

ミ非常

ノ措置ヲ以
もっ

テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲
ここ

ニ忠良ナル

爾
なんじ

臣民
しんみん

ニ告ク」 

 失敗も誤算も虚偽も落ち度すらも触れずに、

「帝国ノ現状」の具体的な問題に一切言及しない

文脈で、綱渡りよろしくどうにか「告ク」までた

どり着けたのは、ひとえに「非常ノ措置」の曖昧

さのおかげだ。なんとも重宝する言葉であり、し

かも多用された時代が忘れられようとしているの

で、ほとぼりはもうさめているといえる。となれ

ば、ひょっとしてこれから権力者と企業に「非

常」が、ふたたびキーワードとして採用されるの

か。 

 2011 年から始まった原子炉のメルトダウンの

対応を検証すれば、言葉のまやかしは明らかにそ

の方向に進んでいることがわかる。そもそも日本

国民に核分裂をエネルギーとして売り込み始めた

とき、「安全性」を異常なまでに強調した。なぜ

なら、本当は安全でない猛毒と破壊力の集合体だ

からだ。でも「原子力安全委員会」だの「原子力

安全・保安院」だの、PR キャンペーンを担う組

織の正式名称にまで「安全」を盛り込んだので、

のちに福島第一原子力発電所が大破した際、政府

はそれを「原発事故」と称して、いくらかの矛盾

を認めざるを得なかった。 

 ただし、責任は認めなかったのだ。そして「新

基準」という新たな PR キャンペーンが開始され

て巧妙に進められ、いつの間にか「安全」という

単語が、原子力行政からピンポイントで摘出され

た。今後は「原子力規制委員会」が、原発の自然

災害対策などが新規制基準を満たしているかどう

か判断して、再稼働のために必要なお墨付きを与

える。しかし原発が安全か否かについては、触れ

ないつもりらしい。 

 鹿児島県の川内
せんだい

原子力発電所の合格に関して

は、原子力規制委員会の田中俊一委員長は 7 月

中旬、記者会見でこう述べた。「安全だというこ

とは、私は申し上げません。再稼働の判断には関

わりません」 

 同じ原発の同じ合格について質問を受けた日本

政府のスポークスマン、菅
すが

義偉
よしひで

官房長官はこう答

えた。「原発の安全性は規制委員会に委ねてい

る。個々の再稼働は事業者の判断で決めること

だ」 

 つまり正式には、法的には、だれひとり「安

全」だとはいわないので、再稼働のあと、またも

や制御不能に陥ったとしても、明確な矛盾はない

のだ。責任を問わない、この言葉の流れの延長線

上にあるのは、「原発事故」の改名ではないかと

思う。少なくとも、次回は相当の工夫がその呼び

名に加えられるだろう。もしかして「原発非常」

とくるのか。いや、名称に「原発」も入れないほ

うがもっと責任逃れしやすくなるので、炭鉱用語

にならって「津波非常」や「地震非常」、それか

ら薩摩川内がメルトダウンをきたした場合、「火

山非常」と呼ぶのかも……。 
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木村 広（出版労連書記長） 

原発と住民、自治体をめぐって 

 ペテンの技術は脈々と受け継がれて、21 世紀

の権力者と企業は、ちゃんと歴史から学んでいる

ことは確実だ。ならばペテンを浴びせられる下々

のぼくらも、必死に学び言葉の護身術を身に着け

なければ、いつまで経ってもエジキにされるだ

け。終戦記念日がめぐってくるたびに「終戦の詔

書」を読み直すのもいい。人災の悪循環から抜け

出る非常口を、切り開きたいものだ。 

（雑誌「うえの」No.644、2014 年 8 月号より転載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の出身は新潟市になる。この新潟市中央区か

ら柏崎市までの日本海沿いには国道 402 号線が

走っている。国道 402 号線は、市内西区から

西蒲
にしかん

区角田
か く だ

浜まではほぼ砂丘地帯だが、角田山が

海に落ち込む角田岬を過ぎると、断崖の迫る海岸

沿いを走る風光明媚な道路に変わる。そこはかつ

て、越後七浦シーサイドラインという有料観光道

路だった。この道路は、しばらく海沿いに南下す

るが、浦浜を過ぎると大きく左にカーブして急に

山側に進み、２本のトンネルをくぐると、再び海

沿いへと戻って、間瀬
ま ぜ

へと到る。この道路の山側

への迂回は、かつてこの場所に巻原子力発電所が

計画されていたためである。 

 巻原子力発電所は、1969 年に東北電力が建設

計画を発表し、以来建設の是非をめぐって当時の

巻町（現新潟市西蒲区の一部）は大きく揺れ動い

た。結局、1996 年 8 月の住民投票で建設反対が

多数を占め、その後、町長が敷地内の町有地を反

対派住民に売却したことから、東北電力は計画の

撤回を表明し、2004 年 2 月には原子炉設置許可申

請も取り下げた。当時は、報道でも大きく取り上げら

れていたことから、ご記憶の方も多いだろう。 

 当時の巻町は見渡す限りに田畑が広がる農村

で、市街地といっても地方の小さな街場という風

情であった。これといった産業もなく、新潟県内

ではごくありふれた町に過ぎなかった。だからこ

そ、産業としての原子力発電所は町に大きなメリ

ットをもたらすものとして、一定程度の計画が受

け入れられたものと思われる。 

 一方で、これは新潟県下越地区の農村一般にい

えることだが、戦前の地主・小作問題から農民組

合運動も一定浸透していて、これが社会党などの

地盤となっていた。おそらくこうした社会的な背

景もあって、原発計画の賛成派と反対派が拮抗す

るような状況が生まれていたのだろうと推察する。 

 だが、原発建設計画に対する住民投票とそこでの

反対派の勝利は、私にはこうした経済的なものと住民

の民意との対立の帰結としてのみ生じたもののように

は思われない。その勝利の背景には、都市化の進

展、新住民の増加、新たな産業の兆しといった地域

社会の変容もあったからではないかと考えている。 

 というのも、1970 年代後半以降、新潟市の近

郊では道路の整備が大幅に進められ、自動車が各

世帯に普及した。その結果として、巻町をはじ

め、これまで純農村地帯であった近隣市町村に住

んでいても新潟市内への通勤が可能となるにつ

れ、新潟市の近隣市町村にあった田畑は次第に埋

め立てられ、宅地へと転換していった。巻町も、

こうしたことから住宅開発が進み、新潟市内へ通

勤する新たな住民が増えていき、ほぼ新潟市の経

済圏に取り込まれるようになった。 

 さらに 1980 年代後半になると、巻町の産業に

も新たな動きが生まれていた。それまで落ち込む

だけだった日本酒が徐々に注目されるようにな

り、県内各地の酒蔵や酒元が元気を取り戻すよう

になっていった。1996 年に「巻原発・住民投票

を実行する会」の中から町長に当選したのは、酒

蔵の五代目当主であった。さらに巻町では、

1994 年に地元の酒蔵がビールの醸造に乗り出

し、全国に先駆けて地ビールを売り出し始めた。 
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 もちろん、それまでの原発建設への反対運動が

下地としてはあるのだが、こうした地域社会の変

容が後押しし、巻町の住民にとって原発の建設は

メリットの感じられない、発展が期待できないも

のとして「拒否」されたのである。当然のことな

がら、原発が建設されれば補助金や交付金を含め

巨額な「原発マネー」が町に流れ込む。建設前の

段階から町内で進められた立派な施設整備を見れ

ば、その恩恵は住民にも十分わかっていたことだ

ろう。しかし、それは自分たちの望む発展のあり

方ではないという住民の民意が、原発建設を「拒

否」したのである。（その後、2005 年 10 月 10

日、巻町は新潟市に編入合併となった。） 

 さて、国道 402 号線をさらに南下し、大河津
おおこうづ

分水を渡り、寺泊、出雲崎を過ぎると、道は国道

352 号線となる。この国道 352 号線も海岸に沿

った道路だが、柏崎方面へと進むと旧西山町（現

在は柏崎市）へと入り、刈羽村に到る。道はここ

でも内陸側へと迂回するが、ここにはご存じのよ

うに東京電力の柏崎刈羽原子力発電所がある。こ

の原発は、1969 年に柏崎市と刈羽村の地元議会

が誘致を決議し、1975 年設置許可申請。1978 年

に着工し、1985 年 9 月には 1 号機が営業運転を

開始した。その後 7 号機まで増設が進み、現在

では合計出力 821 万 2000 キロワットの世界最大

の原子力発電所となっている。 

 この原発の存在は、地元にとって大きなものが

ある。2000 年代に新潟県では市町村合併が大き

く進展し、ほとんどの町村が消滅した。現在でも

単独で残っている町村は、合併に関連する地域的

な事情があるところか、単独でも財政的に十分や

っていけるところに限られる。刈羽村は、単独の

自治体のままでも財政的に不安はなく、周辺が全

て柏崎市となっても柏崎市と合併しない方が財政

的なメリットは大きい。 

しかし、刈羽村が合併を「拒否」して単独を選

択したのは、財政問題だけでなく、原発に限らず

様々な問題に対して主体的な判断を下すことので

きる自治体として村を残す必要があったからでは

ないだろうか。 

 1999 年から 2001 年にかけて刈羽村は、原発

でのプルサーマル実施の是非に関する住民投票を

求める住民からの請求をめぐって大きく揺れてい

た。投票実施を求める一度目の住民請求は、

1999 年に議会で否決されたが、2000 年には住民

投票条例が議会で可決される。ところが、村長は

条例案を再議・廃案とした。しかし、2001 年に

は、再度の住民請求を議会が可決し、ようやく住

民投票が実現した。結果は、反対が賛成を上回っ

た。柏崎刈羽原子力発電所のプルサーマルは、地

元自治体が事前了解しているのにもかかわらず、

今日まで実施されていない。 

 確かにこれは原発そのものに対する異議申し立て

ではなく、部分的な問題に過ぎない。また地元住民

の意向を盾にとった条件闘争の材料でしかないだろ

うという見方もできる。ただ、刈羽村が柏崎市と合併さ

れてしまえば、いざ本当に自分たち刈羽の住民が異

議申し立てをしようと考えても、判断を下し主張できる

主体としての自治体は存在せず、あくまで柏崎市の

一地区の主張と化してしまう。いざというときに自分た

ちの意向を示しうる主体として刈羽村単独を選択した

ことには、原発も含む諸問題に対する「留保」の意向

が読み取れるのではないだろうか。 

 柏崎刈羽原子力発電所は、中越沖地震の際、幸

いにもメルトダウンのような致命的な事故には到

らなかった。しかし、その際発生した火災などに

対する東京電力の対応と地元自治体への連絡の遅

れは、目を覆うばかりのものがあった。眼前で構

内火災が起こっているのにもかかわらず、地元の

消防には連絡がなく、仮に連絡があったとしても

放射能漏れの状況に関する情報がなかったため、

出動可能か判断できないという状態だった。複合

的な条件が重なった失敗事例でもあっただろう

が、「安全だ」と宣伝するばかりで、原発事故の

際の地元との連携、情報の伝達と共有が全く想定

されていなかったことに憤りさえ感じた。しかも、その

教訓は全く福島に活かされることはなかった。 

 現状は全く変わっていない。原発は安全だと喧伝

していながら、事故が起きても国は関知しない。対応

は地元任せ。果たしてそれで原発を動かすことが妥

当なのか。結局、尻ぬぐいを押し付けられ、犠牲を強

いられるのは地元の住民となる。だからこそ、これまで

も、そしてこれからも地元の住民は、したたかに、そし

てしぶとく原発と向き合っていく。 
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 労働時間・労働環境対策部（略称 RR 部）は、

出版産業で働く私たちの“仕事のしかた”や“職

場環境のあり方”について、さまざまな角度から

検討を行う専門部です。月 1 回行われる定例の

部会では、各単組から派遣された部員が、実際に

職場で起きている問題を持ち寄り、労働者の視点

からどのような解決法、どういった打開策が考え

られるかを討議しています。部会で取り上げる議

題は、毎回、同じ出版産業のなかでまさに“いま

起きている問題”であるという点で、とても身近

で切実な提起が多く、簡単には答えが出せないこ

とも多々あります。しかし、問題提起を行った部

員も、それを聴く部員も、それぞれの経験や職場

の状況を開示するなかで、意外な発見や思わぬ学

びを得ることがあります。 

 たとえば、次のようなエピソードが部会で提起

されたとします。 

 「メンタルヘルス不全で長期休職していた組合

員がおり、その人が職場に復帰することになりま

した。ところが、復帰直前の面談で会社から本人

が希望していない部署への配置転換を命じられた

といいます。その人は復帰後、慣れない仕事に何

とか従事していましたが、数か月後、再び休職に

追い込まれてしまいました。その後、組合と会社

との間で経緯の確認をしたところ、配置転換の決

定を巡って、復帰前に会社と本人との間に重大な

コミュニケーション不足があったことがわかりま

した」。 

 この事例は実際の部会で提起されたものとは少

し内容を変えていますが、このようなエピソード

を端緒として部会の議論が始まります。このケー

スでまず問題となったのは、「休職者の復帰につ

いて、社内に何らかの取り決めはあったか？」と

いう点でした。もちろん、この問いはエピソード

を提示した部員だけに向けられたものではなく、

その場にいた全員への問いでもあるのです。 

「果たして、自分の会社や職場にそんな取り決め

はあっただろうか？」 

 討議の結果、実は多くの職場で、メンタルヘル

ス不全などで長期病欠となった社員の職場復帰に

関する具体的な取り決めや段取りがきちんと定め

られていないことが明らかになってきました。さ

らに、各単組の労働協約や就業規則を調べてみて

も、休職の細かな要件や休職からの復帰について

の規定がそもそも存在していなかったり、規定は

あるものの文言が曖昧でいかようにも解釈できる

ような内容であったりすることが分かり、あらた

めて上記のような事例が決して“対岸の火事”で

はないことが浮き彫りになってきました。 

 議論は次の段階へと移ります。「それでは、上

記のようなケースでは会社との間で具体的にどの

ような取り決めをしておけばよいだろうか？」 

 多くの職場に明確な復職規定が存在しないなか

で、これはなかなかの難題です。ところが、復職

者支援の鍵となる貴重な資料が、意外な（？）と

ころから発見されました。厚生労働省のホームペ

ージに『改訂 心の健康問題により休業した労働

者の職場復帰支援の手引き』という、今回のテー

マと合致する資料が掲載されていたのです。 

 早速、資料を取り寄せて内容の読み合わせを行

うと、この資料には職場復帰までのプロセスを 5

段階（5 ステップ）に分け、復職者の状態に応じ

てステップアップ、ステップダウンをしながら、

徐々に職場復帰に近づけていく方法が記されてい

ました。また、それぞれの段階で復職者とコンタ

クトを取るべき“キーマン”が明示されており、

医師、保健師などの医療者と会社の上長、総務担

当者らが緊密に連携・連絡を取りながら復職に向

けてのサポート体制を整えていく道筋が示されて

いることが分かりました。さらに、このシステム

を会社に導入するための手引きとして、必要とな

る書類の文案やフォーマットはもちろん、就業規

則の改訂案までもが掲載されているという熱の入

れようです。もちろん、この仕組みをそのまま出

版産業に当てはめるには無理があると思われる部

分もありましたが、それでも、この資料を基に出

版産業の規模や職場環境に即した復帰プログラム

を再構築すれば、これまで曖昧だった各社の復職

職場での問題、議論して考えよう―RR部の活動報告― 

入戸野 洋一（医学書院労働組合）  
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規定に一定の指針を示せるという確かな感触が得

られる内容でした。 

 次に RR 部が取り組んだのが、この資料を作成

した団体（厚生労働省の外郭団体）の代表を講師

に招いてのセミナー開催でした。「あなたの職場、

うつになってもちゃんと復帰できますか？」と題

したセミナー（2014 年 2 月 19 日開催）は、職

場復帰プログラムの内容を共有し、さらに一歩進

めて、職場からメンタルヘルス不全を出さないた

めの予防策を考える貴重な場となりました。 

 ここまで述べてきたとおり、RR 部は職場で起

こる具体的な問題について、参加者全員がそれぞ

れの経験や知識、知恵を持ち寄って解決策を探る

“問題解決型”のプロセスで議事が進められてい

ます。これは同じ出版産業で働く者同士だからこ

そ成り立つ運営方法であり、産業別労働組合が持

つ強みの 1 つといえるかもしれません。 

 メンタルヘルス不全の方の復職支援の取り組み

は、今後も重点的課題として検討を継続していき

ますが、RR 部ではそれ以外にも「仕事と育児

（介護）をどう両立させるか？」「職場でのハラ

スメントをどう防止する？」「長時間過密労働を

減らすにはどうする？」「今後、労働法制はどう

変わっていく？」などに注力してきました。今後

も、労働時間・労働環境に関係するテーマを広く

取り上げ、具体的かつ身近な問題として検討を進

めていく予定です。 

 最後に声を大にして呼びかけさせてください。

出版産業で働き、さまざまな経験と知識を持った

多くの組合員のみなさんに、ぜひ RR 部の活動に

参加し、現場の“生の声”を届けていただきたい

と思います。そうした声の 1 つひとつが、私た

ちが働く出版産業の労働環境を変える大きな原動

力となることを、RR 部の活動をとおして共に示

していきましょう！ 

原子力発電に関わる核燃料の採掘から処分にい

たるまでの流れを核燃料サイクルと呼ぶ。この

うち使用済核燃料を再処理せずにそのまま「処

分」する場合をワンススルーと呼ぶが、日本で

核燃料サイクルといった場合には再処理も含んだ

流れを指すことが多い。再処理とは使用済核燃

料から、核燃料として再利用できる物質を取り出

すことだ。 

 原発（軽水炉）の燃料である低濃縮ウランに

は、原子炉内で核分裂をおこすウラン 235 だけ

でなく天然ウランの主成分であるウラン 238 が

含まれている。また、原発の運転を続けると、ウ

ラン 238 の一部は中性子を吸収してプルトニウ

ム 239 に変化する。再処理で取り出すのはこの

ウラン 238 とプルトニウム 239 だ（使用済核燃

料中の 1～2％がプルトニウム 239 で大部分はウ

ラン 238）。 

 プルトニウム 239 は核分裂を起こしやすく軽

水炉でも燃料として利用できる。ウラン 238 は

そのままでは核分裂を起こさないので、軽水炉の

燃料としては利用できない。ウラン 238 を利用

するためには高速増殖炉が必要になる。 

 

「夢」の技術、高速増殖炉 

 高速増殖炉の燃料はウラン 238 に少量のプル

トニウム 239 を混ぜたモックス燃料（MOX 燃

料）だ。プルトニウム 239 が核分裂を起こすと

放出された中性子がウラン 238 に吸収されて新

たなプルトニウム 239 が生み出される。軽水炉

でも同じ現象は起こっているが、分裂するプルト

ニウム 239 よりもウラン 238 から新たに生じる

プルトニウムがずっと少ないためウラン 238 の

ほとんどはプルトニウム 239 に変換されずに残

ってしまう。高速増殖炉は、分裂したプルトニウ

ム 239 よりも新たに生じるプルトニウム 239 の

ほうが多くなるように設計されているので、ウラ

ン 238 を残さずに使うことができる。 

 天然ウランのうち 99％以上は現在の原発では

 

 

 

[第 7 回]  回らないサイクルをなぜ進めるのか―不可解な核燃料再処理 

 

連載 

 

きちんと知りたい原発用語 

川原 徹（岩波書店労働組合） 
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ほとんど利用できないウラン 238 だ。これをエ

ネルギー源として利用できればウラン資源の利用

効率は飛躍的に高まる。また、プルトニウム 239

を燃料として使用してしまえば、2 万 4000 年も

の半減期をもつやっかいな物質を消してしまえ

る。実現できれば夢のような話だ。しかし実用化

できなければただの「夢」でしかない。 

 

高速増殖炉の危険な構造 

 ウラン 238 からプルトニウム 239 への変換効

率を高めるためには、核分裂で生じた中性子を高

速のまま減速させずに利用する必要がある。高速

増殖炉の「高速」は高速中性子を利用するという

意味だ。水は中性子を減速する能力が高いので、

高速増殖炉では炉心の冷却に水を使うことができ

ない。 

 実験・検証段階ではあるがこれまでいくつかの

高速増殖炉が作られてきた。有名なのはフランス

の「スーパーフェニックス」や日本の「もんじ

ゅ」だ。これらは炉心の冷却材としてナトリウム

を使っている。 

 ナトリウムは金属の一種で約 98℃で溶けて液

体になる。中性子をほとんど減速せず熱をよく伝

えるため冷却剤に最適だ。ただし、水に触れると

化学反応を起こして激しく燃焼する危険な物質で

もある。 

 高速増殖炉はこのナトリウムを核燃料の周囲に

循環させて核分裂で発生する熱を取り去る。高温

になったナトリウムで水を水蒸気に変えて発電機

を動かす。水とナトリウムが直接触れると大変な

ことになるから、丈夫な金属製の配管の中に高温

のナトリウムを流し、配管の外側に水を流す。触

れ合えば激しく燃焼する 2 つの物質が配管の薄

い壁 1 枚を隔てて隣り合っているのだから、安

全性という点で見れば正気の沙汰ではない。 

 実際、「もんじゅ」も「スーパーフェニック

ス」もナトリウム漏れによる火災事故を起こして

いる。ほかにも解決すべき技術的問題が多く、世

界のほとんどの国は高速増殖炉計画をとりやめる

か大幅に先送りにしているのが現状だ。 

 

リサイクル？―問題だらけの核燃料サイクル 

 再処理で取り出したプルトニウム 239 は、モ

ックス燃料として高速増殖炉で利用する以外に従

来の軽水炉でも利用される。軽水炉でモックス燃

料を使用することをプルサーマルと呼ぶ。 

 モックス燃料を使うと制御棒やホウ酸水による

核分裂の抑制が効きにくくなる、事故で放射性物

質が漏れた場合にはプルトニウムなどの危険な放

射性物質がより多く放出されることになるなど、

プルサーマルは通常の軽水炉の運転以上に、安全

性に問題がある。しかし、玄海、福島第一３号

機、伊方、高浜の各原発ですでに実施されている

（現在はいずれも停止中）。 

 しかし、プルサーマルで使えるのはわずかなプ

ルトニウム 239 だけだ。高速増殖炉のようにウ

ラン 238 をエネルギーにすることはできない。

再処理によって、高レベル廃棄物は確かに減らせ

るが、その過程では再処理しない場合よりも大量

の低レベル廃棄物が発生する。再処理をゴミのリ

サイクルになぞらえて、環境に優しい印象を与え

ようとする表現をよく目にするが、ゴミの総量を

増やすことをリサイクルになぞらえるのは不適切

だろう。 

 そのうえ再処理の過程が増える分、事故や被曝

のリスクも増える。取り出したプルトニウム 239

は、核兵器にも転用可能な物質であるから、テロ

リストの手にわたれば一大事だ。管理、輸送の過

程でもさまざまなリスク・コストが生じる。 

 要となる高速増殖炉の実現を待たずになぜ再

処理を進めるのか、普通の感性では理解しがたい

のではないだろうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東日本大震災による原発事故以来、シーベルトなんて聞いたこともなかった私たちがすっかり放射能

博士になりました。人が集まれば必ず一度はその話が出て、憤慨したり、慰めあったりするうちにだん

除染の黄色い杭 

渡辺 理恵子（福島県郡山市在住） 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』㉕ 
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だん放射能にくわしくなったのです。60 キロ圏内にある郡山市は、この線量が人間に影響あるのかな

いのかわからない程度の中途半端な数値で、子どものいる家庭では自主避難する・しないという悩まし

い選択を強いられ、どんなにか苦しい日々だったことと思います。不幸中の幸いというべきか、私は当

時要介護度３の母親とともに震災を迎えたため、動くことができず、動きたいとも思わずで、迷う必要

がなかったのはありがたいことでした。毎日をただひたすら生きるしかなかったのです。 

 川内原発が再稼働を目指していると聞きますが、原発立地地域の意見ばかりでなく、60 キロ圏内の人

たちも是非議論にまぜてもらうべきだと思います。決して影響がないわけではないのですから。私たち

はまさかこんなことになるとは思わず無関心でいたことを反省しています。 

 放射能の話題にも疲れた頃、わが家の除染が始まりました。屋根の樋にたまった放射能をとりのぞ

き、木の葉を落とし、庭の表土をはがし、砂利を洗い、放射能で汚染されたものを袋に詰めてから、そ

れを穴に埋めるのです。1 メートル 40 センチの深さと決められているそうですが、庭にシｮベルカーが

入って来るほどの大仕事でした。土が被せられた後、「ここに放射能がはいっているよ」という印に、

黄色い杭が立てられました。中間貯蔵施設ができたら、掘り返されて袋は運ばれて行くのですが、それ

はいつの日になることやら。今は黄色い杭が私の部屋の窓のそばで私の日々を見守ってくれています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『樋口一葉「いやだ！」と云ふ』 

田中 優子 著 

2004 年 7 月 720 円＋税 集英社新書 

 

 樋口一葉は堂々と借金をして回ったらしい。

友人だったら困った人かもしれないが、一葉

は、ままならない現実に対して「いやだ！」と

声を上げる。江戸から明治への時代の転換期。

弱い者、貧しい者は新しい世界の恩恵に与るこ

とはできない。今も同じ。だったら、「いや

だ！」と声を上げ、持つ者から取り返すしかな

い。いやなものは「いやだ！」という一葉に倣

おう。原発はいやだ！ 戦争はいやだ！ 貧困

はいやだ！  

（豊 楊子） 

「ノーベル平和賞 マララさんスピーチ」 

朝日新聞 2014 年 10 月 12 日（東京版朝刊） 

 

 パキスタンのスワート渓谷で育った彼女には

二つの選択肢しかなかった。「声を上げずに、

殺されるのを待つこと」と「声を上げ、そして

殺されること」。しかも、それは 15 歳前後で

迫られた決断だった。同時に彼女は、「学びた

かった。勉強して、将来の夢を実現したかっ

た」とも述べている。平和と教育の分かち難い

関係について、人間にとって「学ぶこと」がい

かに本質的な営みであるかということについ

て、マララ・ユスフザイさんのスピーチは雄弁

に物語っている。 

（湯原 法史）

 

書  評 


