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　今年も原子力空母ジョージ・ワシ

ントン（GW）が母港・横須賀（神奈

川県）に帰ってくる季節を迎えた。

クリスマス休暇に帰還し、桜の季節

に出航というサイクルだと聞いてい

る。私は、横須賀市民であることに

加え、原子力コミュニケーションの

専門家ということで、情報交換も兼

ねて毎年3月、勤務している大学の

原子力安全工学科の学生や原子力の

女性専門家らを引率し、GW見学を

企画している。特に学生には、原子

力空母の概要や役割を知り、船舶の

原子力利用が動力、発電、海水淡水

化という多様な機能を備えているこ

とを学ぶとともに、国を守るという

ことの一端を認識してほしいと願っ

ての見学会である。

　横須賀にいるときの原子力空母

は、原子炉停止中の原子力発電所と

いえる。米海軍横須賀基地に着岸す

ると速やかに原子炉を停止して、東

京電力からの外部電源に切り替える

からである。原子炉についての諸数

値は、機密事項なので知る由もない

が、5000人の乗組員を擁するので

それなりの出力と思われる。世界で

最も過密に船が行き来する東京湾に

原子炉があるということだ。その点

から横須賀は、原子力発電所立地点

と同じ境遇を持つ。ただ、明治以来

140年以上、造船所や海軍を擁して

いたという歴史からか、国防の最前

線の役割を果たしているという誇り

からか、少なくとも私の中には、

GWを母港とすることに不安はない。

　好むと好まざるとにかかわらず、

現在、日本の防衛は、米国の核の傘

に依存している。核兵器にまで言及

しなくても、原子力空母、原子力潜

水艦など日本近海の米国艦船の多く

が原子力エネルギーで防衛活動を展

開しているのが実情である。国内の

原子力開発において平和利用に徹す

る姿勢は貫き通すべきだが、自分で

自分を守る実力を持たず、現実とし

て他国の原子力持術に守られながら、

原子力発電は嫌だとの考えには違和

感を覚えざるを得ない。

�見て見ぬふりのCO2問題

　福島第1原子力発電所事故のあと

で、地球温暖化を止めようという声

は、国内では急速に下火になってし

まった。2012年12月7日までの

12日間、カタールで開かれた気候

変動枠組み条約第18回締約国会議

それでも原子力を捨てられない理由
若者は脱原子力より電力安定供給を選択

　2012年12月の衆院選で、自民党が圧勝した。同党は、原子力規制
委員会が安全と判断した原子力発電所を順次再稼働していき、10年
以内に持続可能な「電源構成のベストミックス」を確立するとの政
権公約を掲げた。脱原発は争点にならなかったか、あるいは支持さ
れなかったとみるのが自然だろう。日本のように資源に恵まれない国
が外国に伍して繁栄していくには、獲得可能なエネルギーの選択肢
を1つでも多く持っておく必要がある。あらゆるエネルギー技術を駆
使できる卓越した知恵と技能と人材があることを世界に示すことが、
日本の矜持ではないだろうか。

小川 順子
東京都市大学　工学部
原子力安全工学科　准教授

�原子力空母の町、横須賀
に住んで

わ　　　け

横須賀基地を出港する原子力空母ジョージ・
ワシントン＝2010年11月、代表撮影
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（COP18）では、「化石賞」（温室効

果ガスの排出削減に消極的な国に贈

られる賞）という不名誉な賞までい

ただく始末である。原子力発電所の

停止と、それをカバーする電力がほ

とんど化石燃料であることよって、

国内の12年のCO2排出量は、10年

の実績より15％程度増加するであ

ろう。13年からは京都議定書から

離脱するという閣議決定もしている

ので、CO2削減はますます店晒しと

なる気配が濃厚である。

　しかし、地球温暖化と気候変動は、

好転したわけでも、止まったわけで

もない。人間の弱さか、見ないこと

はなかったことにしようとしている

だけである。個人的には、今後起き

るかもしれない原子力事故による犠

牲と、今後起きるかもしれない気候

変動による犠牲を予想すると、気候

変動のほうがずっと甚大であろうと

考えている。「いのちを大切にするわ

が党は、卒原子力です！」と叫ぶが、

世界規模で「いのち」を守りたいなら

ば、「CO2をなんとかしなければ！」

というほうが先であろう。昨年の豪

雪、猛暑、「今まで経験したことのな

い」と気象用語が生まれたほどの豪

雨、これらは、目前の危機なのである。

�日常生活に浸透している
放射線利用技術

　日本では、CTスキャンの普及で

医療用の放射線利用が急増している

といわれている。その量は、年平均

4ミリシーベルト。通常時の一般市

民の被ばく線量限度は1ミリシーベ

ルトなので、その4倍になる（自然

放射線量2.4ミリシーベルトは線量

限度の対象外）。医療用放射線は、

患者が被ばくのデメリットよりも検

査や治療のメリットを選択した上で

納得して使うため、線量限度には関

係なく利用できる。そのためガン治

療では、もしむやみに全身に浴びた

としたら致死量をはるかに超える放

射線量が、患部に集中的に照射され、

ガン細胞をやっつける。ちなみにCT

スキャン検査では、1回で7ミリシー

ベルト程度の被ばくとなる。このよ

うにある年齢になれば、多くの人が

放射線を利用した健康診断を受ける

ので、医療用放射線利用の認知につ

いては、私が授業やコミュニケー

ション活動で調査した人々の9割以

上が「知っている」と答えている。

　そのほかにも、日常生活では、い

ろいろな製品に放射線利用技術が生

かされている。上の図は、（社）日本

原子力学会男女共同参画委員会で作

成した「女子高生のアトムな一日」と

いうクリアファイル型の情報提供資

料である。この資料に見られるよう

女子高生のアトムな一日
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に、放射線には、フライパン、タイヤ、

食品用ラップ材、ペットボトルの飲

料定量注入、衛生用品滅菌などさま

ざまな利用があるが、その認知度は

2割程度しかなく、放射線が、見え

ないところで現代生活を支えている

という認識は薄いようだ。

　2005年の調査であるが、国内の

原子力関連産業の経済効果を調べた

結果がある。それによると、原子力

発電や電力機器輸出など原子力エネ

ルギーの経済効果は約4兆7000億

円。一方、上記のような工業、農業、

医療での放射線利用の経済効果は約

4兆1000億円であった。同じ放射線

を扱う産業として、原子力発電と放

射線利用は車の両輪のように技術開

発が重ねられてきた。放射線を扱う

以上、安全に対して万全を期すべき

なのはどの分野でも必須だが、放射

線を利用する産業と放射線を管理す

る産業が両方存在してこそ、原子力

の安全技術が緊張感を持って健全に

鍛えられていくのではないかと思う。

�学生は原子力エネルギー
をどう見ているか

　将来のエネルギーについて考える

主役は、次世代層であるとの意見に

は誰もが賛同するだろう。政策策定

の際にも、種々のしがらみのある年

配層ばかりでなく、次世代の代表を3

分の1くらいは入れて、彼らの意見に

耳を傾けるべきだと思う。私は、「原

子力コミュニケーション」講座で、「情

報公開」「企業の透明性」「マスメディ

アと原子力」などの授業をしている

が、原子力コミュニケーションにお

いて最も重要なのは、「相手を知る」

ということだと思っている。授業でも、

学生が環境やエネルギー問題、原子

力についてなど、どのような考えを

持っているかを知ることで、講義内

容を相手にふさわしく構成したいと

思い、授業中にアンケートができ、

結果も全員で確認できるツールを利

用している。そのアンケート結果か

らいくつかを紹介したい。アンケート

に答えてくれた学生は、学部の1年

生中心で、生まれた時から電力の

30％が原子力発電という世代である。

　回答してくれたのは、2011年が、

東京都市大生、御茶ノ水女子大生、

慶應義塾大生、会津大生で、合計

221人（男163人、女58人）。理工

系が約90％で、原子力を専攻して

いる学生は3人のみ。東京都市大以

外の調査は、原子力の女性専門家グ

ループ「WiN-Japan」の女子大生交

流会で調査をさせていただいた。問

題が若干違う時もあり回答数が合わ

ない部分は、お許し願いたい。12年

は民主党政権による原子力割合を示

した「3つのシナリオ」について、東

京都市大工学部の120人（男90人、

大学生はどう考えているか？　原子力発電所再稼働・3つのシナリオ・エネルギー割合について

118人
66％

2011年回答　180人 2011年回答　171 人

2011年回答　221人 2012年回答　120 人

原子力発電所再稼働の是非 エネルギー供給で重要だと思うこと

2030 年時点の電力供給割合 原子力割合 3つのシナリオから選択

定検後再稼働賛成
反対
わからない

火30 原50 水10 自10
火40 原30 水10 自20
火70 原10 水20 自0

シナリオ0
シナリオ15
シナリオ20-25
わからない

安定供給
コスト
CO2
国産化
脱原子力

単位％

94人
43％

37人
20％

13人
11％

64人
53％

25人
21％

64人
37％

16人
9％31人

18％

30人
18％ 30人

18％

13人
6％

114人
51％ 18人

15％

25人
14％

東京都市大学・小川順子調査（2011年、12年）
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女30人）に聞いたもので、やはり原

子力専攻は3人のみであった。今の

大学生は、中学高校で原子力や放射

線の勉強をしていないので、理工系

といえども、原子力系学科以外の学

生の原子力に関する知識は、一般の

人とあまり変わらない。また講座の

テーマは、原子力に特化したもので

はなく「社会と環境」「これからのエ

ネルギー」という内容だったことを

付け加えさせていただく。

　原子力発電所の再稼働について

は、66％が定期検査後の再稼働に賛

成と答えている。30年時点の電力供

給割合は、原子力を現状並みの30％

とする回答が51%と半数を上回って

いる。また、10年に民主党政権が出

したエネルギー基本計画の「原子力

50％以上」を支持する回答も43％と

多かった。つまり9割以上の学生が、

原子力エネルギーを肯定し、20年後

も基幹エネルギーとして使っている

だろうと考えているということだ。

　エネルギー供給で何が重要だと思

うかの問いには、安定供給（37％）、

コスト（30％）、CO2削減（30％）、

国産化率を上げること（30％）、脱原

子力（9％）の順に回答が多かった。

生まれた時から、エアコンで室温管

理された家に住み、自分の部屋には

テレビもオーディオもあり、いつで

もコンビニエンスストアは開いてい

て、携帯電話が欠かせないという生

活をしている若者は、脱原子力より

も安定して電力を得られることを選

択したといえよう。

　12年の3つのシナリオのアンケー

トでは、原子力20～ 25％（53％）、

0%（21％）、15％（15％）と続いた。

このように、サンプルは少ないが、

若者の意見は、12年夏の世論調査

の結果とはあまりにもかけ離れてい

るのである。政策担当者はもっと真

剣に若者にアプローチし、生の声を

聴く必要があると思う。

　若者は、デフレ不況が続く失われ

た20年を必死で頑張っている。彼

らに、この上、エネルギー価格高騰、

エネルギー不足とそれに伴う雇用や

産業衰退の重荷を押し付けるなどと

いうことは、先に生きた世代の者と

して情けなく申し訳なくて、できる

ものではない。再生可能エネルギー

では、持続可能な雇用は生まれない

と思う。原子力発電所立地点に風力

や太陽光発電を持ってこようという

案も聞くが、どんなに広大な風力や

太陽光発電施設でも遠隔操作ができ

るので、そこには汗をかいている人

の息吹はないのである。

　ちなみに、原子力専攻の40人の学

生に聞いたアンケートでは、原子力

安全工学科で学んでいることに誇り

を持っている人は31人（78％）もいて、

今の原子力の状況をなんとか良くし

たい、自分の力で貢献したいと思っ

ている学生が大多数である。こんな

厳しい状況下でも、誇りを失わない

彼らこそ、私にとっては誇りである。

�優秀な人材は将来ある
産業に来る

　原子力をなくす意見、維持する意

見にかかわらず、「原子力技術者の

人材育成は重要である」と誰もが口

を揃える。脱原子力を言い募る人に、

「原子力はなくなるけど、原子力の

勉強は頑張ってね」と自分の子供に

言えるだろうかと聞きたい。人材育

成と脱原子力のどちらが重要かを考

えた上で、矛盾のない方向を出すべ

きではないか。

　日本は、今後数十年、世界の誰も

が経験しなかった、過酷事故を起こ

した複数の原子炉の廃炉という困難

な任務に当たるべく、これまで以上

に原子力分野の知識や技術を持つ人

材が必要となる。原子力分野は技術

の裾野が広く、新発想が生まれる

シーズの宝庫である。優秀な人材を

この任務に投入することはすなわち、

予想もしなかったようなイノベー

ションを産む可能性を広げることだ。

放射能そのものを無害化するとか、

放射性廃棄物からエネルギーを安全

に取り出すとか、いままで夢でしか

なかったことの実現に、奇想天外な

アイデアが生まれるかもしれない。

　原子力は最後まで面倒を見なけれ

ばいけないからこそ、人と放射能と

の真剣勝負のなかで、熱い開発意欲

が湧くのではないか。原子力を「パン

ドラの箱」に例える人も多いけれども、

箱の中に最後に残った「希望」の意味

も深く心に刻む必要があると思う。

2011年3月の福島第1原発事故以来、日本の
原子力技術に逆風が吹いている（代表撮影）


