
四つ葉のクローバーのたより6号

エネルギー基本計画が閣議決定された翌日の

4月 12 日、私たち原子力市民委員会は、『原発

ゼロ社会への道━市民がつくる脱原子力政策大

綱』を発表した。私たちは、この冊子と政府の

エネルギー基本計画を読み比べて欲しいと思っ

ている。どちらが理に適っていて現実的で説得

力があるか、原発が必要だと考えている人たち、

経済産業省の役人や与党の議員たちにも、真剣

に読んでいただきたい。

『脱原発政策大綱』は「序章」と５つの章、終

章とから構成されている。

序章では、なぜ原発ゼロ社会を目指さねばな

らないのか、その根拠を述べている。倫理的視

点から原発はやめるべきこと、そのためには

（自由主義的な競争原理でなく）法律にもとづ

く廃止が必要なことを強調した。国策民営でつ

くったものは、国策で無くせという主張である。

◆第１章「福島原発事故の全貌と人間の復興」

では、被害は計り知れない大きさであり、金銭

で評価できるのはそのごく一部である、経済的

復興だけでなく人間の全生活が取り戻されねば

ならないことを述べた。

◆第２章「福島第一原発事故炉の実態と後始末

をめぐる問題」では、事故原因の解明が進んでい

ないこと、東電の刑事責任が追及されるべきこ

と、水で格納容器を満たし燃料デブリを取り出

すという東電方式の廃炉処理は、成否もわから

ず作業員の被曝と環境汚染を増やすのみであり、
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チェルノブイリと同じ「石棺方式」にすべきこ

とを主張している。

◆第３章「放射性廃棄物の処理・処分」では、

核燃料サイクルを廃止してプルトニウムを含め

全ての物質を「核廃棄物」として扱うべきこと、

全原発を停止して核廃棄物の総量を確定した上

で処分方法について議論することを求めている。

◆第４章「原発再稼動を容認できない技術的根

拠」では、新規制基準では立地審査方針が放棄

されていること、苛酷事故対策が不十分なこと、

防災対策が不備なことなどから、再稼動はすべ

きでないことを体系的に示した。

◆第５章「原発ゼロ社会への行程」では、〈脱

原発基本法〉を制定し〈脱原子力基本計画〉を

つくり、立地地域への経済的悪影響（＝副作

用）を緩和しつつ、持続的なエネルギーシステ

ムへ変換する道筋を示した。また、被災者への

損害賠償と事故処理を適切に進めるには、東電

を破綻処理すべきことを述べた。

政府は、「エネルギー基本計画」の中で「原

発の安全性については、原子力規制委員会の判

断にゆだね、世界で最も厳しい水準の規制基準

に適合すると認められた場合には、原発の再稼

動を進める」と述べている。しか

し、この規制基準はとても「世界

最高水準」などと言えるものでは

ない（４－７節で具体的に EUの新

型炉と比較して欠陥を指摘した。）そもそも規

制委員会は安全かどうかという判断はせず、最

低必要な規制基準に合っているかどうかを審査

しているだけだ。

3.11までは、原発は安全で大事故を起こすと

は無いと宣伝してきた。地元もそれを信じて立

地を認めてきた。今や、そうではないことが分

かった。「原発は安全だ」とは誰も言わなく

なった。ならば、立地自治体は、安全協定から

見直し、立地同意を取り消すべきではないの

か？

原子力規制委員会は、鹿児島県の川内（せん

だい）原発で審査を優先的に進めることを決め、

今年の夏にもそこはパスするだろうと言われて

いる。（『科学』2014年3月号、及び、４－６

節参照）。

周辺住民の防災計画も不備である。そればか

りか、火山大噴火の危険性も最近になって認識

されつつある。

今の日本は「原発ゼロ状態」が実現されてい

る。これは、まさしく、国民多数の気持ちに後

押しされた市民の力で実現したものだ。その国

民の気持ちは、福島の被災者のさまざまな苦難

の現実（まともに救済をしないこの国の現実）

を見てのことである。「人間の復興」を原点と

して、「原発ゼロ社会」の実現を目指したい。

（元経済産業省原子力安全保安院「意見聴取会委員」 

東大名誉教授　当会顧問　玉川学園在住）

リニア新幹線はリニア新幹線は何が問題なの何が問題なのか？か？

桜 井　朋 広

昭和の時代、磁力浮上して 500km/hで走るリ

ニアモーターカーは「原子力平和利用」同様に

夢だった。しかし今年着工という JR 東海の

「東京～名古屋間リニア中央新幹線計画」はむ

しろ不安だ。

日本のリニア新幹線開発は今世紀まで遅れた

500km/hを出す技術はとうに完成していたが、

鉄道には安全性と経済性の問題があった。

安全性では、環境影響と電磁波が特に問題だ

環境影響はまず騒音がある。浮上式リニアには

鉄車輪の振動音は無いが、高速で空気を突き抜

ける影響は大きい。特にトンネルから出る際に

発する「爆音」のため、地上部軌道も殆ど

チューブ内となった。次に、電磁波の人体への

影響は放射能と同様に未知の不安が多く、高圧

送電線の調査では僅か4ミリガウスの電磁波で

も白血病発生が倍増、との研究結果が世界保健

機構（WHO)に取り上げられている。しかし JR

側はこれを否定、6 ケタ高い国際非電離放射線

防護委員会基準で通している。

経済性については JR社長も昨秋「リニア単

独では赤字」と発言した。一見浮上式で摩擦が

少ないと思えるが、実際は磁気による加減速な

ど現行新幹線の数倍（原発数基分）ともされる

電力が必要な為だ。

これらの問題の対策なのか、リニア軌道の 8

割は40mより深い地下トンネルを通る計画だ。

環境影響が心配な人家からも遠い上に「大深度

地下法」適用可能、地上土地所有者の権利を事

実上無視でき、用地買収不要な為だ。しかし地

下深い故、リニア新幹線には推定数十分の乗降

時間、町田市内（約 10km）で100万ｔ近い工事
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土砂、地下水脈分断、活断層、可燃性ガス・核

物質等危険物を含む地層、そして事故発生時の

乗客脱出の困難、等々新たに多くの不安が懸念

されている。

しかし報じられるのは経済効果ばかり。JR東

海の事業でありながら、国家強靭化計画の重要

事項とされたリニア計画。一社で負担しきれな

くなった建設費のしわ寄せが血税から奪われる

のが目に見えている。原発同様、引き返すなら

今しかない。
（当会会員　鶴川在住）

原発雑感原発雑感
田 中　正 志

原発事故から 3年の月日が流れました。

私は 3・11の前から原発に反対してきましたが、当

時からよく言っていたこと

それは　①この世で一番悪いことは戦争

　　　　②この世で一番愚かなことは原発

　　　　③この世で一番悲しいことは子供が親 

　　　　　より先に死ぬこと

①と③はこの際置いといて、②の原発です。

私は、感覚人間なので、原発については詳しいこと

はわかりませんが、こんな私が、ど～考えても原発ほ

ど恐ろしく無意味で、この世に要らないものものはな

いと思います。私は食品販売のお店をやっております

が、お客さんの中にはいろいろな方がおられます。勿

論、原発反対のお客様もいれば賛成の方もいます。そ

んな賛成の方に対して、よく言ってたことがあります

「あなたは自宅の台所に『青酸カリ』を入れたビンを

置きますか？」私しゃイヤですね。どんなに安全に管

理しても、中の物が毒物である限り、絶対に安全はな

い。もし万が一落として割ってしまったら…

その「もし万が一」が現実に起こってしまったので

す。

正直言って、私が生きている間は原発事故は起きな

いだろうと思っていました。それに万が一起きるとし

たら浜岡原発。「浜岡原発から白い煙が上がったら、

とりあえずとろろ昆布を食べろ」と、冗談半分で子供

たちに言っていたら、真逆の北のほうで起きてしまっ

た。

暴論かもしれませんが、原発事故のせいで原発反対

の人が増えました。ある意味よかったのかもしれませ

んが、原発反対の世論が過半数を占めているにも関わ

らず、先の選挙ではボロ負け。またまたこの国は命よ

り経済優先の得体のしれない破滅への道を歩もうとし

ている。私の周りでもかなり落胆の様子を見せている

人達もいます。が、世の中そんなに甘くはない、負け

ても負けても、自分自身を発信していくしかない。

商売の鉄則として政治と宗教は禁句です。説明する

までもなく、逆の考えのお客さんを失うからです。し

かしながら、媚（こび）を売ってまで商売をする気は

無い、自分の意見を発信していこう、そう思い、言い

たいことを言ってきました。そのためにお客さんと衝

突することもあり、来なくなったお客さんもいます。

おかげでお店は四苦八苦の経済状態です。

政治や運動で世の中なかなか変らない、それより自

分の身の回りの 3人に影響を与えれば、その 3人がま

たまわりの３人に影響を与えてくれれば… そう思っ

てこれからも地道に独断と偏見で楽しく自己主張をし

ていこうと思っています。なにしろ、精神世界だって

開花するのに40年もかかったのだから。

　　　　（自然食品　明日葉　店主）

　　

四方山ばなしシリーズ　NO.6　

ラスムッセン報告と安全神話、ラスムッセン報告と安全神話、

しかし現実は・・しかし現実は・・
藤 井　石 根

ラスムッセン報告（以下、ラ報告と略記）な

るものがあります。原発の安全神話を醸し出す

上でも大きな役割を果たしてきた報告です。重

大な原発事故に遭遇するか否かを争う裁判の場
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みんなでワイワイ焼きソバつくり！みんなでワイワイ焼きソバつくり！

福島の子供たちを迎えて福島の子供たちを迎えて

八 木　ともみ

私は「はちみつ会」というグループに入っていま

す。「はちみつ会」とは、福島の子供たちのリフ

レッシュを目的に活動する町田市のボランティアグ

ループです。森遊びツアーや福島の方々との交流、

情報発信など自分達でできることから活動していま

す。今回、五月の連休におこなった「福島の親子町

田の森ツアー」で 3回目になりました。町田市大地

沢青少年センターに、福島の親子 48名をお迎えして、

一緒に遊んだ 5月の休日。その活動のひとつ、野外

で 100人を超える焼きソバ作りをしました。出来上

がって思わずみんなとハイ

タッチ。お日様の下、全員で

楽しくお昼ご飯を食べました。

この楽しさをこれからも続

けていきたいと思っています。

町田市を初め、寄付金やお野

菜をくださる方、ボランティ

アの方、そして福島の親子、多くの方々に心から感

謝です。11月の連休にも「町田の森遊びツアー」を

予定しています。どうぞご参加下さい。

（当会代表）
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でもしばしば引用されてきました。では一体、

ラ報告には何がかたられているのでしょうか。

かいつまんで言うと致命的な原発事故が起こ

る度合いを確率論的に論じている報告です。そ

の論に従えば例えば原子炉の圧力容器が破壊さ

れるような大事故に至る確率は年間、一つの炉

当たり百万分の一以下、すなわち百万年に一度

起こるかどうか位の確率になります。この確率

がどんなに小さいか説明する比喩の一つに「私

達が道を歩いている時に偶然にも空から落ちて

きた隕石に当たる確率の程度』というものもあ

りました。こんな偶然、ゼロではありませんが

無いに等しいということになります。このよう

な事もあって原発は安全、決して危ないもので

はないと思う向きが次第に形作られてきました。

その結果、私達は地震の危険性が高い国に住み

ながら気がついてみれば福島第一原発事故当時

の段階で 54基もの原発を並べていたのです。

原発事故の中でも最も甚大な事故

として恐れられている事態が核暴走

と冷却材喪失です。小さな事故なら

たびたび起こっていますが、巨大事

故ともなるとそれにいたるまでの過程で種々の

安全対策が施されているので滅多に起こらない。

それを確率論を用いて理論上で裏付けているの

が先のラ報告という訳です。

世界には総計で数百基の原発が存在していま

す。確率がゼロでない以上、巨大事故に遭遇し

てもおかしくありませんが、あまりに度々だと

報告内容と矛盾してくることになります。実際、

大事故の最初の体験は 1979年 3月 28日にアメ

リカのスリーマイル島 2号炉で起こった冷却材

喪失による炉心溶融で大きな話題にもなりまし

たが、反面、ラ報告が示唆しているように再度

の巨大事故の遭遇は無いとの期待もありました。

しかし現実にはそれから 7年足らずの1986年

4月 26日に今度はソ連のチェルノブイリ 4号炉

で起こりました。核分裂の制御に失敗し、ここ

では核反応が暴走炎上しました。このように短

期間の内に続けて巨大事故が重なりました。し

かしこうした事態に至っても、なお好意的に捉

えれば不幸が偶然に重なったまれなケースと見

ることもできます。それでも巨大事故が三度目

ともなればラ報告の信憑性を疑わざるを得なく

なってきます。福島第一原発事故が起こったの

は忘れもしない 2011年 3月 11日、チェルノブ

イリの 25 年後の出来事です。この事故では巨

大地震が引き金を引き津波の高さは 10メート

ルを超えましたが、この高さは初めてではな

かったと言われています。その記録を不問にし、

対応を怠った故の事故の発生とも言えます。

ここでも人為的なミスが係わっています。ラ

報告内容が現実と矛盾する背景には人為的な要

素が盛り込まれていないからではないかと見る

こともできます。人は何をやらかすかわからな

い存在です。こんな不確実なものを理論の中の

一要素として加えるとなれば至難の業、これに

損得勘定が絡めばなおさらのことです。実際の

問題としてはここにはある種の仮定をどうして

もせざるを得なくなるでしょう。その結果、物

事には絶対に安全といえるものが存在しなくな

ります。どんなに厳しい安全基準を設けてみて

も原発事故は大小を問わず、今後も回避できな

いでしょう。ラ報告と現実を踏まえここから何

を学ぶか人間の英知が今問われています。日本

にとっては原発の再稼動は重大な問題です。

（（明治大学名誉教授　当会顧問　玉川学園在住）明治大学名誉教授　当会顧問　玉川学園在住）

【編集後記】

反原発運動に熱心だった夫が急逝したのは

「3.11」直後、あれから三年…。

　　火を出さぬ迷子にならぬ患はぬ

　　　　　　　　君を忘れぬ一人で暮らす

　　ばあちゃんは放っといたって大丈夫

　　　　　　　　さう思はるることが肝要

一人暮らしを自立の心で踏ん張ってきた。でも現

自公政府の民意無視の強引な、戦争への道づくりの

姿勢には心やすまる時が無い。天国の夫は、空から

今の日本の動きをどう見ているのだろうか。涙して

いるだろうか…。

詠み人　ももちゃん（編集委員）
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