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１９７３年神奈川県生まれ︒慶應義塾
大 学 大 学 院 政 策・メディア研 究 科 修 士
課 程 修 了︒原 子 力 分 野を中 心とした︑
企業や技術者に対する倫理教育の改善
などの研究を行う

ま
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１９５７年東京都生まれ︒慶應義塾大
学 大 学 院 理工学 研 究 科 博 士 課 程 修 了︒
メーカー等で原 子 炉の炉 心 設 計などを
担当︒現在はリスクコミュニケーションや放
射性廃棄物の処理等の研究を行う

株式会社テプコシステムズ
基盤技術部

こ

小林容子

お

ざき

ひろ

こ

１９７９年鹿児島県生まれ︒慶應義塾
大 学 大 学 院 理工学 研 究 科 修 士 課 程 修
了︒入社してからこれまで︑
一貫して原子
力発電所の原子炉周辺の系統設計を担
当している

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社
日立事業所 原子力計画部

くし

串間有紀子

しも

下尾崎寛子

日本原子力発電株式会社
廃止措置プロジェクト推進室

１９７７年兵庫県生まれ︒京都大学大
学 院エネルギー科 学 研 究 科 修 士 課 程 修
了︒敦 賀 発 電 所 勤 務を経て︑発 電 所の
廃 止 措 置工事に伴って発 生した解 体 廃
棄物に関する業務に携わっている
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れまで︑さまざまな立場から意見

なく 年︒事故発生からこ

島第一原発事故から︑まも

身も３月 日時点では︑これほど

なりました︒正直なところ︑私自

についての講演をすることが多く

福島に出向いて住民の方に放射線

中だった東海第二発電所も津波の

⁝⁝︒実は今回の震災では︑稼働

であんな事故が起きるなんて﹂と

知っているだけに︑
﹁ まさか日本

から市内全域が停電し︑情報が欲

社の事務所にいました︒地震直後

震災当日は茨城県日立市にある会

かといったことを決めていきます︒

福
が交わされてきましたが︑専門家

︵ Women in Nuclear
︶に所属す
WiN
る方々に︑事故について︑また今

る女性の国際的なネットワーク

原子力・放射線利用の仕事に携わ

り聞かれません︒そこで今回は︑

の多くは男性で︑女性の声はあま

というのが︑偽らざる気持ちでし

が起きた︒
﹁まさか﹂﹁信じがたい﹂

です︒ところがその後︑水素爆発

あまりつけないようにしていたの

まだ小さいこともあり︑テレビも

しませんでした︒２人の子どもが

長期化する事態になるとは考えも

のです︒事故の報を聞きながら︑

も原子炉を冷却することができた

して︑外部電源が断たれた状況で

でもそれまでの経験や訓練を生か

停まるトラブルが発生しました︒

発電機の冷却用海水ポンプ１台が

影響を受けて︑非常用ディーゼル

る﹂と︑設計している側からする

原発の冷却用の電源が喪失してい

りだったラジオから︑
﹁ 福島第一

なって⁝⁝︒そのうち︑唯一の頼

当然︑原子力発電所のことは気に

ました︒あれだけの揺れですから︑

しくても入手できない状態に陥り

解体に伴って発生した廃棄物の処

仕事に携わっています︒発電所の

県・東海発電所の﹁廃止措置﹂の

９９８年に運転を終了した茨城

れは私も同じ心境でした︒私は１

下尾崎 ﹁信じられない﹂││そ

には〝ママ友〟のメールアドレス

思いが頭を占めました︒私の携帯

てきた者として何かせねばという

大場 事故後は︑原子力に関わっ

としか言いようがありません︒

なことになったのは︑今でも衝撃

と思っていましたので︑あのよう

言えば﹁たくさんの選択肢の中か

課題の﹁最適化﹂の実現︑平たく

小林 私は︑原子力分野における

と︑直感しました︒

は経験したことのない事故になる

ていないという情報を得て︑これ

のです︒少したって電源が復旧し

という情報が断片的に流れてきた

後のエネルギーのゆくえについて︑

と﹁えっ︑まずいんじゃない

﹂

福島でも着実に手が打たれている

││福島第一原発事故の報に接

理が担当です︒それ以前は福井県

が 人くらい登録してあるんです

らもっともいい方法を選ぶ﹂ため

た︒

したとき︑どのように思われま

の敦賀発電所に 年間勤務してい

ね︒とりあえず彼女たちに︑
﹁福

の研究をしています︒事故につい

意見を聞きました

大場 私の本来の仕事は︑大学の

ました︒発電所では安全・安定運

島第一原発で何が起きているの

衝撃と︑
無念さに
襲われて

研究所で︑原子力業界を中心とす

転維持が大前提で︑そのために細

ては︑無念の気持ちでいっぱいで

7

事故後、東北・関東地方を中心に、自ら
放射線測定器を入手して子どもの遊び
場や通学路などの放射線量を測る母親
たちの姿が見られるように（写真提供◎
読売新聞社）

したか︒

る﹁技術者倫理﹂などについて研

か﹂
﹁放射線の影響は﹂といった情
報を発信しようと決めて︑３月

それを達成するためにはポンプが

能がプラントに求められたときに︑

の設計に携わっています︒ある機

して以来ずっと︑原子力プラント

串間 私は︑電機メーカーに入社

向かいました︒

矢先に︑あの震災が起きて︒もっ

つめて︑これから深めようという

した︒
﹁防護﹂という概念を突き

や企業の方たちと立ち上げていま

層防護﹂の研究会を︑大学の先生

全対策をいくつも重ねていく﹁深

ど１年ぐらい前︑原子力発電の安

すね︒というのも︑事故のちょう

心の注意を払っています︒現場を

!?

と早く具体化して全国の原子力発

日以降︑ほとんど毎日パソコンに

15

究することですが︑３・ 以降は︑
11
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何台必要かとか︑配管はどうする
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リスクも考慮して︑それに備えた

訓練などが厳密に行われているそ

うです︒日本では︑設計上の境界

はたして自分にあっただろうかと︑

活を奪う技術なのだという認識が︑

合によってはあれだけの人々の生

大場 福島の現状を見るとき︑場

と悔しいです︒

電所に適応できていたら︑と思う

食べても大丈夫？﹂といった質問

いいの？﹂とか﹁福島産の野菜は

ちから﹁東京から避難したほうが

大場 私のところには︑ママ友た

せられました︒

いと難しいということを︑痛感さ

かでみんなにわかるように話せな

日本には 基もの原子炉があるの

る範囲も広がります︒現実として︑

ば︑情報を聞いて自分で判断でき

基礎レベルであっても知識があれ

に感じるのは当然だと思います︒

﹁ベクレル﹂と聞かされたら不安

したから︑いきなり
﹁シーベルト﹂

について学ぶ場などありませんで

た︒どんなに有効な意見でも速や

があったことが明らかになりまし

対策についても︑いろいろな提言

下尾崎 本当にそうですね︒津波

きません︒

識を強く持っていたことは否定で

しょうか︒私自身もそのような認

認識が蔓延していたのではないで

◆

大─
場 ﹁安全だ﹂
と安心しきっていたことは否定できない。
今日この場にいる人はみんな同じ気持ち

今も自問自答しています︒
﹁安全
がきました︒それに対して︑
﹁東

を超える事態は起こりえないとの

だ﹂と安心しきっていたことは否

││国民は事故後の専門家の解

すが︒

はみんな同じ気持ちだと思うので

定できない︒今日この場にいる人

と︑
﹁えらい人の話は眉唾だけど︑

信することを心がけました︒する

ている﹂と︑
﹁私﹂を主語にして発

難しない﹂﹁私は福島の野菜を食べ

京の放射線量を見る限り︑私は避

いでしょうか︒

識をもっと教えていくべきではな

エネルギーや原子力についての知

ですから︑今後は学校教育などで

け入れるような体質改善も︑私た

しまった︒新しい知見を柔軟に受

ないと︑はっきり突きつけられて

かに現場に反映されないと意味が

ています︒

ちに投げかけられた課題だと感じ

説に︑不信の目を向けました︒

あなたが言うなら信じる﹂という

ーション﹂の観点から見て︑専門

のか︑という﹁リスクコミュニケ

くためにはどう嚙み砕いたらいい

かれたことを一般の人に伝えてい

小林 リスクを考え︑その結果導

いるように感じます︒

の話には︑この﹁主語﹂が欠けて

うはずだと︒テレビで語る専門家

から︑本当に危険だったらそう言

大切に考えているかわかっている

常日ごろ︑私が子どもをどれほど

どのくらいの規模を想定するか︑

何かのトラブルが起きるとして︑

ある境界を設定します︒たとえば︑

串間 プラントを設計する場合︑

れますか？

き教訓は︑どんなことだと思わ

││今回の事故からくみ取るべ

しかし同時に︑万が一過酷な状況

するシステムの構築が中心でした︒

かというと人間の間違いをカバー

電所の安全対策は︑今までどちら

かになったと思います︒原子力発

であるということも︑事故で明ら

頼れるのは人間の知恵であり経験

全装置﹂が使えなくなったとき︑

小林 さまざまな理由で﹁自動安

用語を並べて語る専門家や政治家

下尾崎 今︑多くの方が心配をし︑

ということですね︒聞くところに

私たちに
投げかけられた課題

の言葉では︑伝えきれていないで

真実を知りたいのは放射線の影響

に陥った場合︑人間はどのような

反応がたくさん返ってきたんです︒

すね︒技術や技術者自身が信頼を

よれば︑欧米では︑境界から先の

クトを始める予定でいます︒

強く感じていて︑実際にプロジェ

安全対策に生かす研究の必要性を

行動をとるのかを解明し︑それを

ですよね︒でも︑これまで放射線

◆

小─
林
技術や技術者自身が信頼を得るためには、
限られた時間のなかでみんなにわかるように話せないと

得るためには︑限られた時間のな

したか？

技術者としてどのように感じま

54
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もあるはず︒死ぬまでこの仕事に

携わろうという心境です︒

串間 原子力業界には女性が少な

﹁廃止措置﹂
に携わっていますから︑

下尾崎 私は今︑原子力発電所の

ことはありませんか？

ろ︑今の仕事を辞めようと思う

さらされています︒正直なとこ

││原子力業界は厳しい批判に

をターゲットにした次世代のプラ

んでいたのは︑２０３０年くらい

と思っています︒もともと取り組

いいのか︑と考えることが大切だ

を起こさないためにはどうすれば

串間 私も今後︑このような事態

たいと︑決意を新たにしました︒

自分のできることに全力を尽くし

めにも︑原子力に関わる者として

うになりました︒この方たちのた

て原子力と関わっていこうという

なかで︑私はこの先︑性根を据え

災された方々とお話ししたりする

信をし︑福島で講演をしたり︑被

大場 今回︑ママ友たちへ情報発

加したいです︒

ていく過程に︑一技術者として参

所とはどういうものなのかを考え

のみなさんに受け入れられる発電

かもしれないけれど︑今一度国民

が⁝⁝︒新規建設の夢は遠のいた

せんから︑必要だと感じたことは

力の安全対策にやりすぎはありま

するのはたいてい女性です︒原子

ないでしょうか﹂といった提案を

も講じておいたほうがいいのでは

﹁万が一を考えて︑こういう対策

ほど﹁境界﹂の話をしましたけど︑

が﹁心配性﹂だということ︒さき

るのは︑男性に比べて女性のほう

にもあります︒前々から感じてい

仕事に生かしたいという思いは私

ゃるように︑女性の感覚をもっと

◆

串─
間
国民に受け入れられる発電所とはどういう
ものなのかを考える過程に、技術者として参加したい

そこで培った技術でこの先に行わ

ントの設計でした︒
﹁ちょうど私

覚悟が生まれました︒女性の感性

これまで以上に声を大にして言っ

いですけれど︑大場さんがおっし

れる福島の廃炉プログラムに貢献

たちが退職するころに建つんだ

や母親としての経験が生きる貢献

もっと
〝女性〟
の
感覚を

しなければ︑と強く思っています︒

ね﹂と︑同僚と話していたのです

発信する場合も︑女性の視点を意

また︑一般の方に技術的な情報を

取り入れていくべきだと思います︒

を︑意思決定の段階から積極的に

安全性に対する女性の感性だとか

は串間さんがおっしゃったような

のが普通です︒原子力もこれから

覚に合ったものをつくろうとする

お客さんの半分を占める女性の感

とえば︑一般の消費財だったら︑

りなかったですね︒他の分野︑た

性の感性が反映される余地はあま

て︑これまで原子力の現場では女

小林 たしかに私自身の実感とし

ていこうと思っています︒

事故後︑福島県内で環境中の放射
線 量 を 測 定 し た り︑避 難 さ れ た
方々の被ばくスクリーニング︵汚
染検査︶を行ったりする活動に志

願したんですね︒社名の入ったゼ
ッケンを着けるので︑全国の電力
会社から集まっていることは一目
瞭然︒事故が起きてしまったこと
に対しての申し訳なさを抱えなが
ら︑現地に行ったのですが︑地元
の方から﹁ご苦労さま﹂
﹁がんばっ
て﹂と声をかけられて︑涙が出そ

◆

下尾─
崎
どんなに有効な意見でも速やかに現場に
反映されないと意味がないと、はっきり突きつけられた
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下尾崎さんも参加したという福島第一原発の周辺
に住む人々を対象に行われたスクリーニング活動
（写真提供◎読売新聞社）

能エネルギーの効率化はどんどん

いる太陽光や風力といった再生可

せん︒ですから︑今注目を集めて

組み合わせていくことが欠かせま

るのではなく︑いくつもの方法を

のためにはひとつの発電方法に頼

給することがもっとも大切で︑そ

串間 電気というのは安定して供

聞かせください︒

きか︑専門家としての考えをお

ギーはどうなるのか︑どうすべ

あるなか︑今後の日本のエネル

せるべきではない︑という声も

││﹁危険な原発﹂は再稼働さ

ています︒

がら研究を深めていきたいと思っ

として何をすべきかを常に考えな

わけなので︑そういう立場の人間

た女性の歴史とともに歩んでいる

れば︑原子力の現場に携わってき

１期生だったんですよ︒言ってみ

で︑私は原子力の女性技術者の第

た年でした︒最初に入社した東芝

の女性エンジニアを初めて採用し

１９７９年で︑メーカーが大学卒

じつは︑私が社会人となったのは

識していく必要があると思います︒

のものをやめてしまったら︑その

ところ難しいです︒ただ︑技術そ

かどうかを判断するのは︑正直な

今すぐに原子力発電を続けていく

大場 被災された方々を思うと︑

るのではないでしょうか︒

界に向けて発信していく責任があ

は︑今回の事故の教訓や知見を世

そのような状況のなかで︑日本に

入する国が増えると考えられます︒

んし︑今後さらに原子力発電を導

の原発の建設計画を覆していませ

長が著しいアジアの新興国は従来

っています︒人口が増え︑経済成

世界的にも大きな損失になると思

しまうことは︑日本だけではなく

てきた原子力の技術をゼロにして

下尾崎 私は︑これまで積み上げ

大事なのだと思います︒

全対策へと反映させていくことが

の結果を確実に原子力発電所の安

起きたのかを詳しく調べ上げ︑そ

がどのような経過をたどって何が

の情報を残しました︒今は︑事故

を設計していくうえでのたくさん

ども︑今後︑より安全なプラント

の事故の被害は本当に甚大だけれ

おそれずに言えば︑福島第一原発

いと言わざるをえません︒誤解を

技術面でもコスト面でもまだ厳し

点で原子力の代わりを担うには︑

択するのか︑最終的には国民が判

小林 どのようなエネルギーを選

と思います︒

むことを選択した︑ひとつの例だ

すが︑事故の教訓をもとに次に進

まざまな経緯があったと推察しま

るそうです︒そこにいたるにはさ

発電所の新規建設計画が進んでい

受けたベラルーシでも今︑原子力

ライナや︑事故の影響をまともに

したけれど︑発電所のあったウク

ルノブイリ発電所の事故が起きま

も思うのです︒１９８６年にチェ

先への進歩はないのではないかと

るのだと思います︒

ちはとても重大な岐路に立ってい

の世代です︒そう考えると︑私た

たら︑不幸になるのは子どもや孫

滞させてしまうようなことになっ

な議論のないまま経済や社会を停

いうことが必要です︒冷静で多様

が考えられる状況にもっていくと

ばならない︒それをひとりひとり

か︑いろいろな面から考えなけれ

のか︑何を将来に残したいのかと

ら︑自分たちの生活をどうしたい

う対応しているのかということか

の現状はどうなのか︑産業界はど

ているのか︑再生可能エネルギー

エネルギー供給の現場がどうなっ

原子力の割合を下げている現在︑

頼ればいいかだけではありません︒

いうことは︑単にどの発電方法に

大場 エネルギー政策を考えると

をするか︑なんですね︒

それを踏まえたうえでどんな選択

のや状況はほとんどありません︒

が︑実際はリスクがゼロというも

か︑という二元論に陥りがちです

見ますと︑今の議論は安全か危険

﹁リスク﹂を研究している私から

うプロセスが欠かせません︒また︑

ら検討し︑最適なものを選ぶとい

だしその際にはさまざまな視点か

断することだと思っています︒た

さまざまな
視点で考える

進めていくべきです︒ただ︑現時

104

