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飯舘牛の群れ。福島原発事故から9年。悲しそうな子牛の眼が忘れられない。撮影／樋口健二
（2011年6月、
福島県飯舘村にて撮影）
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本誌前号の
「福島はいま
（18）
」で、福島で引き起

らだろう。戦争を持ち出さなくとも、過去に、水俣

こされた東電原発震災による放射能汚染水の処理、

病をはじめ、多くの公害事件で一群の専門家たちが

放射能汚染土の再利用、多発とみられる甲状腺がん

国側に立って主張を繰り返し、国がそれを受け入れ

など、放射線被ばくに関わるいくつもの問題につい

た結果、無数の犠牲者が出た。水俣病は1956年に

て、少し別の角度から考えてみる、と書いた。科学

公式に発見されて、未だ終わっていない。

・技術の分野で意見が割れているなら、最も批判的

複雑な自然環境や一人ひとりの生体状態が一様で

・悲観的な見解に従うのが鉄則だというわけである。

はなく、年齢、個人差がつきまとうヒトが相手の場

判断するさいの根拠とされる基準値を疑うというこ

合、実験室内の知見がそのまま通用しないというこ

とにもなる。

ともある。福島原発震災による放射能・放射線被害

!"#$%&'()*)&
科学の知見は条件さえ同じであれば、誰が追試を

についても、よくよく注意しなければならない。

!"#$%&'()(*

しても同じ結果が得られるのであって、人の感情、

2月10日に公表された政府の
「多核種除去設備等

政治、経済、宗教、国家などに関係しない。このよ

処理水の取扱いに関する小委員会」
報告書では、ほ

うな見方は大方において受け入れられよう。だが、

かの核種を十分に取り去ったトリチウムを含む放出

たとえば、科学者がある物質の性質を解明したとし

水は「科学的に安全性を確認できる」とする考え方に

ても、その物質の何から何まで、すべてが分かった

基づいているが、ことさらに風評被害を心配してい

ということではない。一つの、あるいは、ほんのい

るようにみえる。風評被害という表現にわたしは違

くつかの面が明らかにされたに過ぎないのがふつう

和感を覚えるが、
「科学的に安全であることを認めず、

である。しかも、ある条件のもとでであって、あい

よく分からないが怖いから福島の魚介類は買わな

まいさは残る。したがって、どの側面に注目するか

い」人々によって生ずる被害を言うようである。責

によって、
「科学的には、このように言える」
という

任をとらず、信頼されていない東電・国側がいくら

表現には常に気をつけていなければならない。
そこで、ある組織や社会が科学の知見を技術分野

「科学的には安全なのに」と言っても、そうですか、
とはならない。

に適用しようとすると、別の問題が生じてくる。利

原発処理水問題で「なし崩し放出でいいのか」
と批

便性や経済性、また、戦争や国家間の力関係などが

判的な論調の新聞記事でも、
「科学的には、放出に伴

優先されるのが通例だが、そのさいに、多少の犠牲

う健康への影響は極めて小さいことがほぼ明らかに

はやむなし（何をもって、多少とするか問題だが）
と

なっている」とある。
「極めて小さい」、
「ほぼ明らかに

なる恐れが出てくる。核エネルギーの利用はまさに

なっている」と言えるのだろうか。

好個の例である。

トリチウム（三重水素）という物質については一通

「科学的には安全だ」
という表現を見るとき、ある

り科学的に明らかにされている。だが、有機物と強

種のきな臭さを覚えるのはそのような背景があるか

く結合している有機結合型トリチウムの海という環
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境の中での挙動については、ほとんど分かっていな

射性物質焼却にかんする研究を行っている（本誌

い。湾岸の地形・地質や生態系の影響、気候危機の

528号、2018年6月1日発行）。

もとでの海流の影響、海中での挙動、海藻類や魚介

岩見さんは「科学的」という言葉が科学者によって

類にどのように取り込まれて、それがヒトにどのよ

権威的に使われることを批判し、
「実用的意味で安全

うな影響をおよぼすのか。陸上に戻ってそこで発生

とは何か」
を考える。日本産業衛生学会の有害物質

するかもしれない影響など、これから何十年にもわ

の許容濃度等の勧告を参考にする。ただし、許容濃

たる影響を、
「国の基準を下回る濃度ならば、海や大

度が安全と危険の明らかな境界を示したものではな

気に放出しても科学的に健康に影響はないものだ」

いこと、濃度だけで有害作用を判断してはならない

と言えるのか。物質も事情もだいぶ異なるが、水俣

こと、個人の特性を考慮すべきであること、新知見

湾における20世紀最大最悪の公害事件を解き明か

を加えることを怠らないこと、批判を受けて改善す

した27年に及ぶ化学者たちの苦闘を想わないわけ

ることなどが大事だと注意したうえで、放射線の具

にはいかない（西村肇・岡本達明『水俣病の科学』
日本

体的リスクを論じている。

評論社、2001年）
。
どんなに慎重になっても慎重すぎることはない。
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放射線の健康障害の研究は発がんに関するものが
ほとんどで、感染症や心筋梗塞などの血管障害につ
いての知見は十分には無い。また、内部被ばくの研
究も不十分なので、外部被ばくに限ってのリスクし

放射線被ばくでいうと、放射線の人体におよぼす

か検討できないとことわる。ヒロシマ・ナガサキの

影響のすべてが分かっているのではない。ヒロシマ

データに基づいたICRPの2007年勧告の発がんリス

・ナガサキ・チェルノブイリを経て、被ばくのレベ

クを俎上にのせる。線量・線量率効果を考慮して、

ルや影響については、沢山のことが分かってきてい

1万人当たり1人の過剰がん死亡障害リスク
（10ー4）

る。それを簡単に言うと、「安全線量というものは

をもたらす放射線の外部被ばく量を、暴露年齢と男

ない」
。LNTモデル−線量とその影響の関係は直線

女に分けて岩見さんは表示している。これによれば、

的である−を誰もが受け入れているのだ。

もっとも感受性が高いゼロ歳の女性がこの過剰がん

「細胞核に、たった1個あるいは数個程度の放射
線の飛跡があっても、人間にガンを引き起こしてし
まうし、修復過程に誤りが生じうる。修復機構があ
ることを根拠に安全線量があるなどとは言えない」
（ジョン・W・ゴフマン、1981年）
。「放射線はDNA
に損傷を与えるが、細胞にはDNA損傷を修復する

死亡リスクを回避するためには、年間0.013ミリシ
ーベルト未満でなければならない。
それであるのに、ICRPの公衆被ばく限度が年間1
ミリシーベルトになったのは、
「1回の被ばく1ミリ
シーベルトによって20歳前後に生ずるリスク」
の値
を採用してしまったからであった。

機能が備わっている。放射線による損傷がごくわず

福島原発震災後、100ミリシーベルト未満の被ば

かであれば自然の事象との違いは見えない」
（上記小

くによる発がんリスク増加は疫学的に証明すること

委員会報告書、16ページ、2020年）
。この違いを私

が困難だという、誤った古い情報が日本政府や御用

たちはどう考えるか。

学者によってばらまかれたことに、岩見さんは憤慨

公衆の年間被ばく限度を1ミリシーベルトと勧告

する。2011年以後、5ミリシーベルト前後の被ばく

しているのは国際放射線防護委員会（ICRP）である。

で発がんが増加することを明確に示した複数の疫学

その根拠についてつよい異議を唱えているのが岩見

研究が医学会にはあると、岩見さんは言うのである。

億丈さんで、年間0.013ミリシーベルト未満にせよ
と主張する。神経内科の医師で福島原発震災後、放

（未完、不定期掲載）
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避難の協同センター事務局長
国 と 福 島 県 は 2017 年3月 末 で 12,539 世 帯・
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県は経済的支援を全て打ち切った。転居に必要な初

32,312 人の区域外避難者の住宅無償提供を打ち切

期費用や引っ越し費用がなく退去できない避難者が、

り、福島県は昨年3月末には月収21.4万円以下の民

避難の協同センターの転居給付金を頼る事例が増え

間賃貸居住避難者2,046 世帯への民間賃貸住宅家賃

ている。給付金制度を運用している避難の協同セン

補助、国家公務員住宅の提供を打ち切った。さらに

ターが、水面下で給付金対応を県から依頼される矛

昨年８月には内堀雅雄福島県知事が、住民の意見を

盾した状況となっている。

十分に聞くことなく、浪江町などの帰還困難区域の

国家公務員住宅では、福島県から二倍請求を受け、

応急仮設住宅の無償提供を「2020 年3月末で終了す

「一倍は払うが二倍請求はおかしい」
と声をあげてい

る」
と発表した。同時に、避難指示解除区域につい

る避難者が10世帯以上存在する。行き場のなかっ

ても
「特定延長＊」措置はあるものの、予定通り今年

た避難者は《必要な支援も縮小、打ち切りされ、他

3月末で終了するとした。

に選択肢もなく、やむを得ず》2年間のセーフティ

2017年4月以降、国および福島県は
「セーフティ

ネット契約にサインするしかなかった。契約内容の

ネット」と称する国家公務員住宅130世帯の継続居

説明もされず、押印を迫られた。期限を切った契約

住を認めたが、これについても19年3月限りで打ち

で、経済的精神的に追い詰められた避難者に対して、

切り、退去できない場合
（現在41世帯）
は「不正入居

個別事情も考慮せず、一律に損害賠償・追い打ちを

者」
とみなし、二倍の使用料請求をおこない続けて

かけるのは権利の乱用と訴える。請求額は高い人で

いる。他にも、
「セーフティネット使用貸借契約」の

180万円を超える。被曝を逃れるための避難で心身

内容が不当だとして、2年前に福島県と契約を結ば

を壊し、困窮に陥っている避難者の生活の基盤であ

なかった5世帯は、9月の福島県議会で裁判提訴の

る住まいを奪い、路頭に迷わせるのは事故に続く

議決がなされ、11月末までに退去することと損害

「二重の加害」
、これは人権の基本を無視する暴挙と

金支払い通告などの内容証明郵便が届いた。いつ裁

いえる。避難者を追いつめる政策は許されない。

判訴訟と強制執行がおこなわれるかわからない。現

必要なのは
「住宅提供」
と現金給付の経済支援であ

段階でも追い込まれている避難者が多く存在するの

り、政府や福島県がいう「相談支援」では、問題は解

だ。

決しない。3月10日の東日本大震災復興特別委員会
しののめ

東京・江東区東雲の国家公務員住宅居住で二倍請

で立憲民主党の山崎誠議員が、国家公務員住宅二倍

求を受けている避難者と、継続して面会している。

請求問題で田中和徳復興大臣に質問した。
「避難者の

南相馬市から避難した40代の単身男性は退去を迫

皆さんは、何も悪いことはしていない。それなのに

られ、3月末で埼玉県に移転することを決めたが、

なぜ損害金を払わなければならないのですか。公営

転居費がなく避難の協同センターに相談がきた。単

住宅に応募できないのは、非正規の仕事にしか就け

身男性は避難先の東京で正規職に就くことができず、

ないのは、収入が低いのは、当事者が悪いわけでは

コマ切れの派遣社員として食いつないでいる。福島

ありません。当事者たちの実情に政策があっていな
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いのです。つまり当事者たちは原発事故の被害者で

4年目から、月収8万円以下の
「低所得者世帯」
は住

あり、かつ国、行政の無策の被害者であるのです。

宅が完成してから6年たつと、国からの支援が縮小

避難者の皆さんの人権を守り、生活困難を一緒にな

され、段階的に家賃が上がる。昨年9月の河北新報

って解決していく事を約束しました。避難者の皆さ

によれば、岩手、宮城、福島3県に建設された災害

んは、何も悪いことはしていない」。大臣の回答は

公営住宅で、家賃を滞納している世帯が少なくとも

「一般論でいえば、公益財団法人不動産流通推進セ

約1,500世帯に上ることが分かった。滞納の背景に

ンターのホームページに、賃貸契約が終了後、明け

は、病気や介護で働けなくなったり、重いローンを

渡さない場合は二倍相当の損害金請求は問題ないと

抱えていたりするほか、一定の所得があるため家賃

記載されている」。山崎議員は、
「被災者の問題なの

が上がって滞納する例もあるという。このままでは

に、一般論として語るな。せめて家賃補助や転居・

原発事故被害者が貧困に追い込まれ棄民化されてし

住み替え基金や、公営住宅の入居要件緩和と優先入

まう。

居などの制度支援があれば、避難者の皆さんを
『居
住貧困』に追い込むことがなかった」。

私たちは諦めず「原発避難者の生活再建と住宅支
援などを中心内容とした被災者に対する公的支援」

さらに、2020年3月末で富岡町・浪江町・葛尾村

を求める活動を開始しようと考えている。1995年1

・飯館村の住宅供与が打ち切られる。3月末での退

月の阪神・淡路大震災の被災者の住宅再建に対する

去が求められている世帯からの相談が増えている。

公的支援を国が怠ったことに対し、被災者でもあっ

ある避難者は4月以降に二倍相当の損害金請求を求

た小田実氏は「棄民の国」
と呼んだ。しかしその後、

められている。この4町村は帰還困難区域を抱えて

被災者・市民が主体となり「市民・議員立法」
をつく

いる。1月末で211世帯が、4月以降の住まいが決ま

り、世論を動かして被災者生活再建支援法が実現し

っていない。帰還困難区域では今までと質が違う。

た。

帰る場所がないのだ。

避難の協同センターからの具体的提言として「原

私は2月29日に、映画『福島の原発を世界に告発

発避難者住宅保障法」
の新設を掲げ、国会に働きか

する』
撮影のために大熊町の帰還困難区域を調査し

けていきたい。原発避難者で長期的に避難生活を強

た。大熊町議の木幡ますみさんと一緒に3月14日に

いられた世帯を対象に、当面の生活維持だけでなく、

開通予定の常磐線大野駅周辺を回った。大野駅前か

住宅をふくめた生活基盤の回復に対する以下の支援

ら常磐高速道路大熊インターチェンジにつながる道

を、国の責任でおこなうものとする。

路を開通させるために、帰還困難区域を解除させる。

1）
民間住宅に居住する避難者に対しての家賃支援

解除地点から数歩歩いた地面は5マイクロシーベル

制度

ト/時を超えていた。3月16日に調査した浪江町津島

の入居要件緩和と優先入居
（特に60歳未満単身避難

の空間線量率は4マイクロシーベルト/時を超えてい

世帯の入居を可能に） 4）公営住宅の優先入居

た。それなのに、3月17日参議院予算委員会で日本

国家公務員住宅など、国や自治体の所有財産に居住

共産党の岩淵友議員の質問に対し、内閣府は
「災害

する避難者の継続的な入居の保証など避難者の居住

公営住宅が整備されているから帰ってきてほしい」

権保障の遵守義務

と答弁している。

2）
引っ越し費用サポート制度

3）公営住宅
5）

避難者は、原発事故により避難を余儀なくされて

震災や原発事故で住宅を失った人たちなどが住む

いる。これによる被害は完全に賠償されるべきであ

災害公営住宅は、国の支援制度により、市営住宅な

るが、それとは別に、避難者がその被害を軽減する

どの入居者よりも家賃が安く設定されている。しか

ため、どこに避難するかの自由は十分に保障される

し、月収15万8,000円以上の
「収入超過世帯」
は入居

べきである。
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福島第一原発事故関連の統計資料をまとめた。福
島県の地域別人口推移
（図1）
では、相双管内の減少
が顕著だが、これは住民登録ベースの資料のため、
実数はより厳しい（表1）。
復興庁がまとめた東日本大震災関連の避難者数推
移から福島県に関するものを抜粋して図2にまとめ
た。この統計では支援打ち切りとともに、避難者と
して計上されなくなるため、実際の避難者数はこの
数字を大きく上回ると考えられる。
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原発事故で避難した市町村の小
学校生徒数の推移を図3に示した。
広野町で2019年に大きく増加し
ているのは、ふたば未来学園中学
校が開校したことによるもの。
図4には、在留外国人と技能実
習生の人口とその比率を示した。
福島では事故後一時的に減少した
が、その後は大きく増加している。
図5には、福島県の農業産出額
の推移を示した。事故前2,500億
円前後で推移していたが、2011
年度は1,851億円となり、その後は
2,000億円前後
（2018年度は2,113
億円）となっている。
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原子力資料情報室の前代表・高木仁三郎が1997年
に受賞した、
「もう一つのノーベル賞」
と呼ばれてい

もよいのです。面白そうな課題がたくさん並びまし
た。

る「ライト・ライブリフッド賞(RLA)」
が今年、設立

私は
「原子力を教える・学ぶ」という課題を提出し

から40年を迎えるにあたって、世界各地でさまざ

て、10人ぐらいが参加してくれました。フクシマ

まなイベントが開催されています。その一つが2月

をどのように教えればいいのかについて議論しまし

19日〜22日に、タイ・バンコクで行われました。ス

た。ヒロシマ・ナガサキの被爆者と同じようにフク

ウェーデンにあるRLA基金の本部が主催となり、各

シマの被曝者、とくに若い世代の生の声を発信する

国から50〜60人が集まって、
「ライト・ライブリフッ

ことは効果があるとの意見や、海外と日本の先生同

ドのための教育」というテーマで議論しました。

士がフクシマや放射能について学び合う場がほしい

RLA基金はライト・ライブリフッド・カレッジとい

など、いろいろなアイデアが出てきました。

う大学のグローバルネットワークを設立しており、

RLAの中でも脱原発の活動をしている人が結構い

現在バンコクを含めて、世界各地から9つのキャン

ることがわかって、今後つながっていきたいと思い

パスが参加しています。受賞者の他に、このライト

ました。例えば、今年はヒロシマ・ナガサキの75周

・ライブリフッド・カレッジの関係者も多く参加し

年で、受賞者のなかでも日本に来る人がいるので、

ていました。受賞者の方々の素晴らしい生き方や実

一緒に脱原発のイベントの開催を検討したい、との

績をより多くの人に、とくに次の世代に伝えていく

意見もありました。

ことは、人権を守り、維持可能な世界を実現するこ
とにつながると考えています。

!"#$%&"%'()*+
初日のテーマは
「Connecting Academia and Activism
（学問と社会活動をつなぐ）
」でした。この会議
はとても面白い「方式」で行われました。プログラム
には３つのセッションの時間だけが書かれていて、
基調講演などのスピーカーの名前や、中身について
はなにも書かれていませんでした。この「方式」
は
「Open Space」
といいます、と説明がありました。

!"#$%&'()*&)+,-./&01234567
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「学問と社会活動をつなぐ」という大きなテーマにつ
いて、議論したい課題がある人が、その場で紙に書

2日目の午前中は同じような会議方式で、RLAの

いてスケジュールボードに貼り、責任者となってセ

将来や実行すべきプロジェクトなどについて語り合

ッションを担当します。参加者は興味があるところ

いました。アジア各地からの10数人の若者も参加

に参加して、途中で自由に他のセッションに行って

し、みんな盛んに発言しました。この会議方式では、
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全ての参加者は平等であり、積極的な参加を促進さ

きなテーマになっていた
「分権化」
「自給自足」
「地域

せる雰囲気がつくられていると思いました。また、

主権」
「命」がすべて関係しているような感じがしま

受賞者や年上の方は、若者から自分の経験などを聞

した。脱原発社会はまさに脱経済成長社会であると、

かれて共有することをとても喜んでおり、しかし自

共にみんなで考えなければならないことです。

分のやり方や価値観を強制することは全くなく、お
互いの意見の交換が非常に気持ち良くできました。

!"#$!%&'(
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最終日はバンコクからマイクロバスに乗って２時
間ぐらいの田舎にある、受賞者が設立したアシュラ

午後は一般参加のパブリックフォーラムが開催さ

ム（精神的な修行や学びの場所）を訪れ、
「学問と活動

れ、
「RLAの40年間を振りかえって、今後の10年間

のつながり」
と「Sustainabilityの実践」
について視察

を考える」ことがテーマになりました。第１セッシ

をしました。とても美しい環境のなかで、最後のま

ョンは「受賞者から世界に向けての緊急メッセージ」

とめと今後の方針などをワークショップの形で話し

でした。私は受賞者の高木仁三郎前代表が設立した

ました。

原子力資料情報室のスタッフとして発言、他にも、
受賞団体である生活クラブ生協連合会から木下さん、

RLAはやはりすばらしい方々が受賞しているとい

ブラジルの農民運動団体からロサンナさんが登壇し

うことを確信しました。取り組んでいる問題はさま

ました。それぞれ、現在取り組んでいる問題につい

ざまですが、根底にある人間と社会のあり方は共通

て話しました。私は、東電福島第一原発の大変な核

していると思います。受賞者のそれぞれの知識と経

事故が９年前に起きたにもかかわらず、原発の再稼

験をつなげれば、世の中をどのように変えていくべ

動を進める日本の政策が未だに生きていること、ま

きかが見えてくるような気がします。普段、脱原発

た世界的に気候危機の議論が起きている中での、火

に集中した活動をしていると、ときには細かい問題

力発電から原発に切り替えるという「解決策」の危険

に覆われ、大きな視点が見えなくなることもあると

性について話しました。フクシマの教訓でもあるよ

思います。しかし、先に述べたような意味でも今年、

うに、人々は科学者や権力者に重要な決定をまかせ

東京でライト・ライブリフッドのイベントを開催す

てはいけない、私たちが自分で知識を身につけるこ

ることからも、今後はさらに、RLAとより多くの交

と、そして決定権を取り戻すことの大事さ、などに

流ができるよう頑張りたいと思いました。

ついても話しました。質問やコメントをたくさんい

（ケイト・ストロネル）

ただきましたが、
「日本はなぜ原子力を選
んだかというと、経済成長のために
『ベ
ースロード電源』が必要だと言われたか
らだと思いますが、原子力だけをなくし
て他のエネルギーを使用しても、この経
済成長のシステムが残ると、意味がない
と思います。これをどのように変えるん
ですか？」というベトナムの若い女性の
質問はとても面白かったです。時間があ
まりなかったのでちゃんと答えることは
できなかったのですが、この2日間、大
!"#$%&'()*+,-./01/23
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放射能のゴミはいらない！市民ネット・岐阜

!"#$

浪市民も県民も寝耳に水でした。
しかし所有地を含む月吉区は中学生以上の住民
98%の反対署名、市民の約半数の協定締結中止を求
める署名が瑞浪市議会に提出されました。一方、市
議会は処分場は受け入れないが研究所は受け入れる
との決議を経て、協定を認めました。こうして、も
んじゅナトリウム火災の原因究明中の12月28日、
瑞浪市、土岐市、岐阜県、機構による四者協定を締
1986年以降、隠して核のごみ処分研究を続けて

結しました。月吉区は研究所の建設反対を貫くため

みずなみ

いた岐阜県東濃地域で、瑞浪市での超深地層研究所

に、月吉区対策委員会を設置し、機構用地に通じる

計画を建設予定地の地域が阻止。受け入れた市長が

唯一の道路である手掘りのトンネル入り口に研究所

市有地への移転を提案、移転に伴う20年間の賃貸

建設反対の看板を設置し（写真）
、研究所に関わる機

借契約期限を受け入れ時とは異なる古田肇知事と水

構や自治体からの説明等は全て、対策委員会を窓口

野光二瑞浪市長が守らせ、本年2月4日埋め戻しに

としました。

着手しました。この間の経過と地域に残る問題を報
告します。

瑞浪市長は約 6年後に根負けし、01年に約1.3キ
ロ離れた市有地への移転を提案し、機構が応じまし
た。移転容認のため東濃選出の衆議院議員が突然、

!"#$%&'()*

経済産業省副大臣に就任し、市民説明会を開くなど

1962年、瑞浪市に隣接した土岐市でのウラン鉱

して形を整え議会も受け入れ、02年1月に瑞浪市と

床発見により動力炉･核燃料サイクル事業団（核燃料

原子力機構は20年間の賃貸借を結びました。研究

サイクル開発機構を経て、日本原子力研究開発機構、

所の建設は02年7月に交付金交付のための形式着工

以下
「機構」
）はウラン探査や採取の研究を行ってい

を経て03年本格着工しました。移転による20年間

ましたが、86年4月以降、核のごみ処分研究に転換

の契約が、埋め戻し最大のポイントとなりました。

し、立坑掘削調査と立坑掘削、人工バリアの加熱や

05年2月に就任した古田知事は、機構がウランズ

常温による長期劣化試験など着々と進めていました。

リの堆積を県に説明せず、地下水に天然由来のフッ

さらに東濃の30キロ圏を対象とした地質や地下水

素、ホウ素、ヒ素など有害物質含有の報告遅れ等か

流動調査を行いました。加えて概要調査地区で行う

ら、機構を危機管理の対象とし、県の担当を企画部

深層ボーリングを5本掘削し調査を続けていました。

局から環境生活部局に移しました。

ところが機構は86年の事業変更を土岐市長にのみ
説明し、土岐市議、住民、岐阜県にも知らせません
あきよ

つきよし

でした。そのため95年8月、瑞浪市明世町月吉区の

!"#$%&'()*+
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しょうばさま

機構所有地の正馬様用地での超深地層研究所（以下、
「研究所」）の建設計画を公表した際、土岐市民、瑞
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私は過去の経緯を知るため、自治体や国への開示
請求で経緯を調べました。機構が80年代に全国的
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に行った処分候補地調査の地域及び地名の開示訴訟

内の研究終了めざし、国の予算措置を年2回の国要

は04年12月に勝訴し、05年2月に開示させ、機構の

望で要求しました。

隠蔽体質の一端を暴くことができました。全国調査
と同じ頃、機構理事会が瑞浪市に研究所建設を計画
していた事実を確認しました。
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04年11月、原子力委員会の
「長計についてご意見
を聴く会」
で私は、原子力はなぜ信頼されないか、
体験に基づいた報告をしました。11年1月には資源
エネルギー庁主催高レベル放射性廃棄物処分に関わ

国の方針では、研究所の計画と処分場の計画は明

る双方向シンポジウムにパネリストとして出席し、

確に区別して進める方針でした。ところが06年、

隠して黙って研究し、研究所計画公表後も同じ状態

資源エネルギー庁の
「高レベル放射性廃棄物の地層

が続いていることを訴えました。

処分基盤研究開発に関する全体計画」
で、研究と実

14年3月、日本学術会議高レベル放射性廃棄物の

施主体、規制への効果的な成果反映のため
「地層処

処分に関するフォローアップ検討委員会でも、核の

分基盤研究開発調整会議」
で、研究所は40年頃の処

ごみ処分政策の問題点を報告しました。当事者が自

分操業後も基盤研究開発として研究継続される図が

分の言葉で伝える重要性を痛感しました。

示され、大きな衝撃を受けました（下図）。
会議は非公開、議事録は要請求、ひっそりとウェ

!"#$%&'()*

ブにアップのみでした。更に09年11月の事業仕分

瑞浪市は研究終了後、跡利用を求めていました。

けで「処分事業に対し研究が先行し過ぎないように

ところが水野市長が15年8月の跡利用検討委員会で、

調整を図った」
と、研究と処分の一体化を認めまし

跡利用しない、22年1月の契約期限までに埋め戻し

た。その上、国の審議会では研究所を原子力発電環

て返還をと求め、岐阜県は同意しました。埋め戻し

境整備機構
（NUMO）に使わせろとの発言が続きま

て返還は古田知事の体験に基づく強い意向でした。

した。私たちは問題を確認するたびに、国の担当部

19年1月、機構と瑞浪市に研究所の協定当事者の県

局や審議会に文書で抗議し、岐阜県に状況を伝え対

と土岐市が埋め戻しの協議を開始しました。協議の

応を求めました。

公表は同年の2月でした。6回の協議を終え、研究

14年の機構改革で知事は機構と文部科学省に契

所は8月に埋め戻し工程の案を公表し、本年1月に

約期限遵守を強く求め、担当課は研究所の計画一覧

坑道埋め戻し計画が確定しました。短期間の工事で

で進捗状況をチェックし、期限内の終了を強く求め

砂による埋め戻しが行われ、用地の一部は地下水流

ました。また、研究所の年度予算を確保し契約期限

動調査のために26年まで延長します。それでも私
たちは埋め戻して返還を歓迎します。
地下深部を傷つけた研究所は処分場
にはできません。しかし東濃の広範な
地域が約40年にわたり深部調査され、
処分場の精密調査段階のデータが蓄積
しています。東濃に処分場を建設すれ
ば、調査期間の短縮と調査経費節減が
可能となります。監視を続けていかな
ければなりません。
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柏崎原発反対同盟
東京電力柏崎刈羽原発は、海岸に沿って南から1
・2・3・4号
（荒浜側）、7・6・5号
（大湊側）が建って

!"#$

ったが25mmに拡大している。
字数の関係で添付できないが、四隅平均値の経年

いる。1号が1985年、7号が1997年に運転開始した。

変化を比較すると2014年までの変化は少ないが、

1〜5号 は110万kWのBWR、6・7号 は135.6万kWの

その後荒浜側は隆起を続け、大湊側は7号機の変化

ABWR、合計821.2万kW世界最大の集中立地サイト

は少ないが6・5号機は隆起後に沈降に転じたことが

である。

読み取れる。

2007年7月16日、新 潟 県 中 越 沖 地 震
（M6.8）が 柏
崎刈羽原発を襲い、岩盤に立地したとされる原子炉
とタービン建屋が隆起し傾いた。隆起量は北端の5
号が110mm、南端の1号が65mmだった。
中越沖地震後の運転再開を急ぐ東京電力は2010
年2月22日開催の第22回新潟県原子力技術委員会・
地震地盤小委員会
（以下、地小委）に、解明できず説
明できなかった4項目
（柏崎地域の地形及び地質構
造の形成過程、建屋の変動、長岡平野西縁断層帯の
活動性、新潟県中越沖地震を踏まえた地震観測）
を
知見拡充のため、継続調査すると表明した。
本報告は、建屋の変動に関する中越沖地震後公表
された23回の測量結果を整理したものである。
土木用語の「軟岩」
とされる基礎地盤の西山層は、
掘削で上部荷重が開放されると膨張し、建屋や構造
物が建設されると荷重で沈下することから、建屋四
隅を測量して標高を把握している。測量は東京電力
福島第一・第二原発でも実施していた。

2008年9月30日 の 第12回 地 小 委 は、地 震 後2回
（2008.2と2008.8）の測量結果から、
「建屋の隆起傾

図1は、各号機のタービン建屋四隅の測定値の平

向は継続していない」
「各号機の傾斜に大きな変化は

均値を中越沖地震後最初
（2008.2）と最近（2019.6）

なく2月の測量結果とほぼ同様」
「傾きは1/2000未満

を図示したもの。中越沖地震後に荒浜側の各号機は

で問題なし」
「建屋レベルの変動量が各号機で異なる

20mmほど隆起したのに対し、大湊側の変動は少な

こと及び各建屋の四隅の変動量が異なることが、西

い。

山層及びそれ以下の地層にみられる 褶曲、真殿坂断

図2は、7号機のタービン建屋の四隅の測定毎の
変化を図示したもの。四隅の標高差は最初10mmだ
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まどのさか

層、敷地内の断層の地震に伴う活動を示唆するもの
ではない」
と評価し、2019年12月、運転を再開した。
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その後の観測結果は、当時の評価と異なり、地盤

付け、発電機を回転させ発電する装置だ。7号機を

が動いていること、荒浜側・大湊側で異なる変動を

例にすれば、タービン建屋は長さ100ｍ、幅90m余

示すこと、四隅の差が拡大していることを示すが、

で原子炉建屋の海岸側に位置する。建屋床面に長さ

国も県も検討していない。

70m、幅16m、高さ26mの架台が設けられ、その上

柏崎刈羽地域は、日本書紀に天智天皇７年（668
年）
に越の国から「燃える水」
が近江の国大津宮に献
ろ

にタービンと発電機が、その中に復水器が設置され
ている。

上されたとの記録が残り、半世紀前まで石油櫓が林

高圧タービン・低圧タービン3基・発電機の5つの

立していた油田地帯である。地層が波打つ活褶曲地

回転機器が水平に配置されている（図3）。タービン

域であり、近年のGPS観測でひずみ集中地帯
（日本

・発電機は、長さ12m余の高圧タービンと3基の低圧

海東縁・新潟〜神戸）
として地形や地震関係者に注

タービン、長さ17m余の発電機で重量は4150ｔと

目されている特異な地域である。

のこと。この5つの機器が5/100mm以内の誤差で水

油田地域・活褶曲地域・ひずみ集中帯の柏崎刈羽

平となるように各機器と架台の間にシム
（軸受位置

地域は原発の立地には不適な地域だったことを、岩

を調整するためのステンレス製の薄板）
を差し込ん

盤に建設された原子炉やタービン建屋の四隅の挙動

で調整している。タービン・発電機の回転体は軸受

が示していると考える。

で固定体に支えられ、軸受に自動調心機能があるの
で設置後の傾動に追随でき、それを超えると警報が

東京電力は、中越沖地震の地盤不同隆起の機器へ

発せられ停止するとのこと。

の影響を評価している（2010.9.30第12回地小委他）。

「不動如山」とされる地盤が、柏崎刈羽原発では揺

「配管および弁」
「制御棒挿入性」
「格納容器基礎」

れ動いており、その上に巨大な回転機器が備えられ

「ポンプ」
および
「タービン」
を検討し、いずれも
「傾

ている。

きがあっても問題ない」、タービンに関しては
「アラ

東京電力に「測定毎に異なる建屋の傾斜にどのよ

インメント調整が可能であり、水平度の確認を行っ

うに対応しているか」と聞くと「号機毎に個性があり

ているため、健全性に影響はない」と評価している。

苦労している。職人技で対処している」とのこと、

原発は原子炉で発生した蒸気を、タービンに吹き

「タービンミサイル事故が心配」と聞くと、
「揺れる船
でも回転機器が問題なく作動して
いる。基準を超えれば、自動停止
するので問題なし」
との返事だっ
た。岩盤立地の建屋四隅が動き続
ける原因は不明、地盤が動き、建
屋が傾くことに対処するのが職人
技とは心許ない。
科学は地盤変動の原因を究明し
なければならない。東京電力には
地盤欠陥を理由に廃炉を決意する
勇気を期待したい。読者には柏崎
刈羽に注目し、関連する情報提供
をお願いしたい。
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東京電力福島第一原発事故後、安定供給の確保、

ロード電源市場、そして非化石価値取引市場だ。

電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者

容量市場と非化石価値取引市場は、電源を保有す

の事業機会の拡大を目的として、電力システム改革

る旧一電が売り手となる市場だ。その価値のほとん

が行われてきた。2015年から3段階にわけて実施さ

ども旧一電が得ることになる。一方、新電力は費用

れてきた電力システム改革は2020年には一応の完

を支払う側になる。
ベースロード電源市場は旧一電が大半を保有して

了を迎える。
だが、着目されがちな発送電分離と電力小売り全

いる水力・石炭火力・原発の電気を新電力が購入で

面自由化以上に、本来、メスが入れられなければな

きるようにする市場で、2019年度から取引が始ま

らなかった発電と小売の分離は行われない。送電線

った。しかし約定結果を見る限り、この市場では特

と同様、東京電力や関西電力といった旧一般電気事

別高圧
（大工場や大規模オフィスビルなどへの供給

業者（旧一電）は総括原価方式のもとで、発電所を建

契約、大量に電気を消費するため、価格は安価）
向

設、運転してきた。その結果、日本の発電施設の8

けの電源は調達できないか、できてもギリギリの価
格になると思われる。

割が、旧一電や旧一電が

もともと、競争を考え

受電契約を締結した発電
事業者のものとなっている。

るとき、巨大な資本、既

当然のことだが、電気

存インフラ、既存顧客、

を売るためには、電気を

ネームバリューなど、旧

発電する必要がある。そ

一電はきわめて有利な立

して、電気はためておく

場にいる。そうした環境

コストがまだ高く（揚水

下にもかかわらず、旧一

発電や蓄電池）、また「同

電に対して、さらに費用

時同量」
（常に供給と需要

を補填し、そうした費用

を一致させないと停電が

は最終的には電力消費者

発生するリスクがある）

に負担させるというのが、
こうした新市場の本質だ。

という性質があることか
ら、発電側に強い力があ
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る。
図に旧一電と新電力の売電価格を示した。すでに

このままでは、結局、寡

占的な旧一電と、わずかに存在する補完的な新電力
という状況になりかねない。

電力小売り全面自由化から4年が経過するが、常に

今進められている電力システム改革は、現状のシ

旧一電の売電価格が新電力のそれを下回っているこ

ステムにつぎはぎした結果、異常に複雑化している。

とがわかる。こうなっている最大の要因はやはり、

最初にすべきことは競争環境の整備だ。少なくとも

電源（発電設備）を旧一電が握っていることだ。

公益事業として独占を許されていた間に建設・維持

また、電力システム改革では新しい市場の創設が
うたわれている。特に重要なのは容量市場、ベース
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されてきた発電設備については、公的な電源として、
アクセスを平等にすべきだ。

（松久保 肇）
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2015年、経 済 産 業 省 の 発 電 コ
スト検証ワーキンググループ（以
下、検 証WG）
は、各 電 源 の 発 電
コスト試算を実施した。検証WG
の試算は2014年に発電プラント
を新設した場合の総費用を、建設
したプラントが発電する総電力量
で割る、モデルプラント方式と呼
ばれる方法で求められた。同試算
では感度分析として、コストが増
えた場合の発電コストへの影響に
ついても示されていた（表1）。
本 誌522号、543号 で は、こ の
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感度分析を用いて2016〜2018年時点の原発、石油・

法となった。ついで、事故処理費用が16兆円
（東電

石炭・天然ガス（LNG）火力の発電コストを試算し

福島第一原発事故規模の事故）だった場合の原発、

た。今回は、2019年時点でのアップデートを行っ

石炭火力、次いで事故処理費用が80兆円になった

た。

場合
（日本経済研究センターの試算に基づく）の原発、

!"

そして石油火力という順になった。
前 回 試 算 時 と 同 様、LNG及 び 原 粗 油 価 格 は、

試算結果を図1に示した。石油火力と原発にある

2014年時点にくらべて大きく下落したままだ。一

誤差範囲は、石油火力側は当初からあった資本費と

方、原発の新規制基準対応コストは、2018年時点

運転維持費の上限値である12.8円/kWh、原子力側

の1基1,080億円から1,200億円に上昇した。

は事故処理費用が80兆円になった場合の増加分で
ある2.7円/kWhを加算したものだ。
前 回 試 算 時 と 同 様、資 源 価 格 が 高 騰 し て い た
2014年時点とは異なり、LNG火力が最安の発電方

なお、発電コスト検証WGの試算では原発の建設
費は4,000億円と見積られているが、この費用がか
さんだ場合、kWh当りの発電コストにも大きく影響
する。

（松久保 肇）
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3月9日、原子力行政を問い直す宗教者の会
（以下、
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宗教者の会）は、日本原燃株式会社を相手に、六ヶ

6名の著者の顔ぶれが面白い。後藤さん、小倉志

所核燃料サイクル施設の運転差し止めを求め、東京

郎さんの他 4人は高等学校で地学、理科・生物、社

地裁に提訴した。原告団は211人（キリスト教109人、

会などの教員たちだ。福島原発事故の解説に始まり、

仏教96人、神道1人、無所属5人）
。宗教者の会は、

被曝問題、原発の耐震性などの危険性、厄介な放射

「プルトニウムを生み出す核燃料サイクルは極めて

性廃棄物の課題、加えて、高い原発のコストや環境

危険性の高いものであり、技術的に無謀であること、

負荷など、網羅されている。「『原発マネー』は社会

また政策が変われば軍事転用の恐れがあること」、

を劣化させる」
（第12章）
のネーミングが良い。終章

「使用済み燃料・放射性廃棄物を後世に残すことは、
宗教者、信仰者としての倫理性に極めて反するこ

は
「原発はオワコン」。

と」、
「再処理施設の耐震基準に設定されている基準

!"#$%&'()#*+,-.

地震動が現実にそぐわず、耐震安全性に重大な欠陥

!"#$%&'(%)*
+,,-./
きせい

なんとう

があること」などを主張している。昨年10月から全

三 重 県 の 紀勢 町 と 南島 町 に ま た が る 芦 浜 は、

国の宗教者に向けて、
「宗教者、信仰者には、核がも

1963年に突如、原発候補地と発表された。以来、

たらした悲劇を未来において繰り返させない責務も

2000年に中部電力が計画を断念するまで37年、住

ある」
「単なる科学技術論だけではなく、宗教倫理
、

民
（漁師、主婦、医師、教員など）がどう闘ったか、

からも政策の転換を訴える」と原告団への参加を呼

単なる記録に留まらない、圧倒的熱量で綴る。高校

び掛けていた。原告団の共同代表は岩田雅一氏
（青

の教員であった筆者が受けたさまざまないやがらせ

森県八戸市・日本基督教団八戸北伝道所牧師）と中嶌

も書かれており、興味深い。次世代に伝えたくて書

哲演氏（福井県小浜市・真言宗御室派明通寺住職）
、

いたという本書は、受け取るべきエネルギーに満ち

弁護団長は河合弘之弁護士。

ている。
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原子力資料情報室2020年度総会を開催します。
同封の付録をご覧ください。
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!"部構成で、!と!は考え続けるための言葉や書
籍を紹介。共同代表の山口幸夫も寄稿している。!

!"#$%&'()*+
前号でお知らせした、4月25、26日のライト・
ライブリフッド賞40周年記念イベントは、新型
コロナウイルス問題のため延期することになり
ました。ご予約いただいた方々にお詫び申し上
げます。新しい日程については、ウェブサイト
や本『通信』
などでお知らせいたします。
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は在宅被災者の現地ルポで、これが凄まじい。半壊
以下は対象外とされ仮説住宅にも入れず、修繕費用
支援も不十分で、津波の水害のため虫がわき、カビ
にまみれた家に暮らし続ける人々がいる。彼らを救
わずに何が 復興五輪 だ！

震災当時と併せ、今

だ苦しみ続ける被災者の現状をも、深く心に刻まね
ばならない。
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