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原発とどう向き合う原発
特集 改めて問う！

向 合

　チェルノブイリ事故以降、原子力

発電や放射線利用について理解を広

げる仕事に携わってきた私には「ゲン

パツ」という言葉を使わないというこ

だわりがある。原発という言い方は、

そもそも、原子力発電に反対する人

が言い出した言葉ではなかろうか。

「原爆」に近い発音ということで、最

初から「原子力は悪」というイメージ

とともに使われた。今では、深い考

えもなく誰でも使う略語となっている

が、私たち原子力コミュニケーターは、

「ゲンパツ」と聞くと心が痛む。原子

力発電は呼び名において既にマイナ

スのイメージを負わされているので

はないかとの取り越し苦労もする。

ゼロを選択した国民

　2030年に原子力発電の割合をゼ

ロに！と考える人が最も多い。これ

は政府が、0％、15％、20 ～ 25％

の3つのシナリオを示してどれを選

択するかという討論型世論調査や意

見公募の結果である。私自身は、そ

れぞれのパーセンテージを達成する

ための前提があまりにも非現実的な

ことと、エネルギー資源に乏しい日

本はエネルギー確保の選択肢をより

多く持っているべきであるという持

論から、現状で数値を設定するべき

ではないという意見を記し、あえて

選択するならば20 ～ 25％として

意見を出した。

　言うまでもないことであるが、被災

者および被災地域への物心両面の支

援および補償をスピーディーにかつ

遺漏なく遂行することと、日本のエネ

ルギー政策を考えることは、全く質

の異なる問題であり、それぞれの視

点から結論を出すべきものである。

　この1年半の世界情勢を踏まえ、日

本の現状と将来を考えると、原子力

を日本のエネルギー選択肢から外す

ことは難しいというのが私の結論だ。

不可能に近い前提

　3つのシナリオを要約すると、原

子力はゼロまたは相当縮小、火力発

電は現状維持または減少、再生可能

エネルギーは大きく期待され大躍進

となっている。シナリオ検証の視点

としてあげているのは、エネルギー

安全保障の強化、地球温暖化の防止、

コスト低減、産業の空洞化の防止、

そして国際貢献などである。あれも

これもという美辞麗句が踊ってい

る。それを実現するのは、再生可能

エネルギーと省エネ・コージェネ

レーション（熱電併給）の推進だと

いうわけだ。本当に実現できるのか、

非常に懐疑的にならざるを得ない。

　具体的には、すべての戸建て住宅

「ゲンパツ」という響き

エネルギー選択の多様な視点
〜逆境を切り拓く原子力コミュニケーションを〜

　25年間、一般の方に向けた原子力コミュニケーション活動に携わって
いる者として、東京電力福島第1原子力発電所事故は痛恨の極みであった。
現在、将来のエネルギー供給について、原子力のあり方を焦点に国民的
議論が活発に行われている。議論をするにあたり、一人ひとりが自分なり
の結論を出すための、公正で十分な情報提供が行われたであろうか。事
故以来、原子力反対の大合唱の中で、政治家、マスメディア、評論家の
論客たちは、安易に多数意見に与することなく、公平で責任ある意見表
明をしてきたであろうか。未曾有の原子力災害を経て、これからの原子
力コミュニケーション活動の中で何を伝えるべきか、何を話し合うべきか
の様々な視点を述べ、話題の一つに加えていただければと思う。
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の屋根に太陽光発電を設置、家庭用

燃料電池を今の500倍まで増やす、

自動車のほとんどを次世代自動車か

電気自動車にするなど、義務付け、

禁止、制限のオンパレードである。

このような統制国家並みの規制で国

民を管理する社会が持続可能であろ

うか。その上、経済成長は抑え、電

気代は上がる。個人レベルでは多少

の電気代は我慢できるかもしれない

が、製造業ではそうはいかない。真

剣に日本脱出を検討するであろう。

　太陽光発電を自宅に設置できる人

は戸建て住宅を持っている人だけで

ある。同じ地域ならば、戸建て住宅

の方が高価である。つまり、経済的

に豊かな家庭が太陽光発電導入で利

益を得ることができるわけで、財産

がさらに富裕層に流れるという格差

拡大にもつながる。

　また火力発電は、どのシナリオで

も50％以上をキープしており、これ

も賛同できない点である。個人的に

は、地球温暖化に伴う気候変動を最

も恐れているからである。人の命を

奪うという点では、何よりも悪影響

があるのではないか。最近は、異常

気象を超えて過酷気象である。今年

だけでも冬の豪雪に始まり、ゲリラ

豪雨、竜巻、集中豪雨、そして猛暑

による熱中症などで200人近い方が

命を落としている。命にかかわりが

なくても、住宅や農地への被害、そ

れに伴うストレスや健康被害は、目

を覆うばかりである。地球温暖化の

原因は、二酸化炭素（CO2）であると

いう主張と、そうではないという主

張があるが、少なくとも、多くの学

者がCO2原因説を支持している以上、

よりCO2の少ないエネルギー源にシ

フトすることが賢明といえよう。

放射線に対する不安

　国民の大多数が原子力発電は嫌だ

と思っている理由は、まず放射線に

対する恐怖・不安、次に、国、電力

会社に対する不信と被災者対応の拙

さからくる不満、そして原子力専門

家に対しては、事故を防げなかった

ことへの不信があると思う。国・電

力会社・専門家に対する信頼の失墜

は、厳しい反省に立ち、教訓をわが

身に叩き込んでいくことで信頼の回

復に努めるしかない。

　しかし放射線についての不安は、

専門家が、マスメディアを通じてわ

かりやすく解説したり、それでも不安

が拭いきれない場合は、一人ひとり

に向き合い、不安が和らぐように対

話をしていくことしか得心してもらえ

る方法がないと思う。私も先日、福島

の小学校の教諭をしている女性があ

るイベントの原子力ブースに訪ねて

こられた時に応対した＝写真。彼女

のデータから今後の被ばく量を2人で

計算し、その数値で考えられる医学

的影響や、世界の高度自然放射線地

域の例、被ばく量と発がんの関係な

ど、じっくり時間をかけて説明した。

　そして、「いつでも不安になった

ら連絡をくださいね」と言った別れ

際、彼女は「ようやく納得できて、

気が軽くなった」と言った。その対

話の時間も大事だったと思うが、こ

れからのつながりを約束したこと

で、安心感が保たれるのではないか

と私は思っている。こうした活動に

参画できる専門家が、不安を持つ人

の傍にいてあげることで、心が落ち

着くのではないか。放射線は一人ひ

とりが正しい理解のもとで正しく恐

れ、正しく安心することが大切であ

る。何ミリシーベルトがどれだけ危

険なのか、それは学説なのか、意見

なのか、事実なのか、法規制なのか、

これらのことが整理されて国民の前

に提示される必要がある。
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　原子力の対話活動は、終わりのな

い根気仕事である。25年間、順風

の時はなかったと言っても過言では

ない。ほとんどが逆風の日々だった。

そして今は、激しい嵐の中である。

それでも、コツコツと対話を重ねて

いくしかない。

自己矛盾したくない

　エアコンの効いた部屋で暮らし、

コンビニでパックに入ったお弁当を

買い、パソコンでつぶやいたり、ブ

ログをやったり、携帯電話を片時も

手放さない人たちには、「それでも『脱

原発』ですか？」と訊きたい。私自身

も往復4時間の通勤では自分の足代

わりにエネルギーを使っているし、

電車の中でもスマートフォン（高機

能携帯電話）からの情報は欠かせな

い。贅沢はしなくても生活の中にエ

ネルギー消費を伴う高度の利便性が

組み込まれているのが現実である。

　ドイツは自国の原子力発電を止め

て、フランスから原子力の電気を買っ

ている。さらに供給が不安定な再生

可能エネルギー推進に躍起になった

結果、欧州の電力網の安定性を脅か

し、欧州域内から非難を浴びている。

自己矛盾を感じないのだろうか。

　天然資源のない国に生まれ、唯一

の資源は「人財」であった。科学技

術立国として国の繁栄を築いてき

て、原子力発電という科学技術で手

痛い失敗をした今、次に進むべき方

向を模索している。この技術を捨て

去ってよいのだろうか。失敗から学

び、問題を克服するという挑戦を「人

財」を総動員してすべきではないだ

ろうか。世界もそれを期待している

はずだ。原子力を続けるリスク、原

子力を捨てるリスクを総合的に考

え、どうしたらより多くの人の存続

と安心につながるかを考えたい。

倫理的なエネルギーとは？

　「原子力発電は倫理的でない」と

の意見がしばしば聞かれる。理由は

「トイレのないマンション」だから

だという。確かに、高レベル放射性

廃棄物の処分地選定は、公募から

10年を経ても進展していないし、

将来も不確定である。しかし廃棄物

の出ないエネルギーはない。化石燃

料の廃棄物であるCO2などは大気に

放出されている。大気のトイレ化で

ある。その姿に比べれば、放射性廃

棄物は厳重に管理された状態にあり

「垂れ流し」ではない。また、化石

燃料は、数億年の歳月をかけて作ら

れてきた地球の財産だが、それをわ

ずか数百年で使い切ろうとしている

状況は倫理的であろうか。

再稼働と大停電の　　
リスク・バランス

　関西電力大飯原子力発電所の再稼

働は、原子力を将来につなげる一筋

の光であった。安全面については、

エンジニアもオペレーターも相当な

覚悟で臨んでいるであろうし、あらか

じめ決められていた再稼働条件とさ

れる安全対策がクリアされているの

で、稼働については支持している。

引き続き、免震重要棟、防潮堤、フィ

ルター付き排出口などの過酷事故対

策を整備し、防災への備えも万全に

構築してほしい。他の原子力発電所

も、再稼働に向けての準備が順調に

進むよう願っているところである。住

民への情報公開については、それぞ

れの立地点において進捗状況が随時

伝えられていると思うが、今まで以

上に地元の方とのコミュニケーション

を密度濃く行うことが必要だと思う。

　再稼働に反対する人々は、大飯3、

4号機を動かしただけで、全国的に

停電は起こっていないではないかと

主張するが、停電が起こったときの

社会的影響は甚大である。今は原子

力の穴を火力が埋めているが、もと

もと故障すればすぐに止めて点検す

る形で何十年も使ってきた火力発電

所が、数基同時にダウンしてしまう

こともあり得ないことではない。万

が一、昨年9月に韓国で起こったよ

うな大停電が起きたらと考えると、

身震いするような不安を感じるのは

私だけではないだろう。大停電の影

響による社会的弱者へのしわ寄せ、

交通、通信、流通の遮断、製造業の

多大な損害など、社会は大混乱と不

安に陥るかもしれない。「たかが電

気」と発言した人がいるが、その電

気が毎日、多くの人の命をつないで

いることに思いをいたすべきであ

る。

40年を費やし理想的な
エネルギー・ミックスに

　2010年の電源構成のデータで、
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日本は世界に誇れるエネルギー・ベ

ストミックス優良国なのだそうだ。

内訳は、石炭27％、天然ガス27％、

原子力27％で、残り19％が、石油と、

水力発電を中心とする再生可能エネ

ルギーである。一つの国で、このよ

うにバランス良く収まっているのは

日本くらいしかないという。欧州連

合（EU）は、全体的にはバランスが

とれているが、各国別に見ると、フ

ランスは原子力が75％、ドイツでは

石炭が44％、ノルウェーでは、水

力が95％と各国がそれぞれ得意分

野で多くの電気を作っている。した

がって欧州各国は、欧州全体に張り

巡らされた送電線がなければ、自国

だけでの安定供給は難しい仕組みに

なっている。「ドイツが原子力撤退

だから日本もできる」というのは、

表面だけ見て、エネルギー政策の根

幹を見ていない意見である。

　1973年の石油ショックを体験し、

エネルギー構造改革を目指した日本

は、40年かけて国と産業界、そし

て国民が一丸となって世界に誇れる

ベストミックスを作り上げた。この

強靭さを持っていれば、エネルギー

の国際情勢への対応力は高く維持さ

れるだろう。数年前、石油価格が史

上最高の130ドルを突破した時に、

国内が比較的冷静でいられたのも、

原子力発電が電力供給を支えていた

という事実を忘れてはならない。

エネルギーを考えるとき
の視点

　上図にエネルギーを考えるときの

視点をまとめてみた。まず、価値観

の変革ということ。これは生活スタ

イルを変えるということだが、物質

的に豊かな生活を望むのか、モノよ

りも心の豊かさとか、思考の深さと

かを重要視する生活を望むのかを考

える。安全性とは電力生産・利用の

安全が確保されているかどうか、安

定供給とは必要な時に必要な量のエ

ネルギーが得られるかどうか、エネ

ルギーコストとは、電気やガソリン

など消費者が使う形で考えたときの

コスト、資源価格は石油や天然ガス

の値段ということになる。

　地球温暖化については先に触れ

た。それ以外の環境保全の点では、

化石燃料を大量に使って、大気汚染

はどうなのだろうか。光化学スモッ

グや呼吸障害などはあまり騒がれて

いないが、その方面に悪影響が出な

いように願うばかりである。その他、

経済成長とエネルギー問題は大いに

関わりがあるし、今までの世代とこ

れからの世代のエネルギーの使い

方、世代間での不公平は考えなくて

よいのか。また、福島県や新潟県と

首都圏、関西では福井県と関西圏な

ど、電力を送る地域、消費する地域

の公平性をどのように保つかという

問題も忘れてはならない。

原子力発電所は国民の財産

　安全に稼働するノウハウと知恵が

あれは、原子力発電所を1基動かそ

うが50基動かそうが、安全性はほ

とんど変わらないという。原子力の

発電コストは、稼働率が上がれば、

下がる。発電設備はすべて電気代で

作られるのだから、電気を使う国民

全体の財産でもある。中でも原子力

発電所は、どの設備よりも高価な財

産だ。動かなくても動いても、安全

に維持するにはお金がかかる。発電

しないからと放り投げておくわけに

はいかないのだ。

　電力は現代社会の血液である。血

圧が不安定でも、不整脈でも健康な

身体は維持できない。日本中に必要な

血液が満遍なく、過不足なく循環する

ように、原子力発電所にもう一度、活

躍の機会を与えてはどうだろうか。

エネルギーを考えるときの多様な視点


