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※発言をそのまま書き起こしたデータを基に、個人情報に関する部分を削除し、文意が通

るように修正を行っています。 

 

 

講義 「原子力の安全性について」 

 

木村：そうしたら、ここからは諸葛先生にお願いしたいと思います。 
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諸葛：先に資料の説明をすると、事前に皆さんのご意見を木村先生からお聞きしていまし

て、放射線の問題について疑問に思っていらっしゃる方が多いような気がしたので、2011

年 12 月に内閣府がまとめた資料をご用意しました。事故後、原子力の専門家が放射線問題

について何も語らないという状況が続いたので、専門家の先生を内閣府に集めて、まとめ

たものがこの資料になります。これを説明したら、1～2 時間かかってしまうので、お配り

するだけで、何か疑問があればお答えします。 

 それから、海外関係のご質問もあったのですけれども、昨年北海道大学で 1 週間分の原

子力の講義をしたことがありました。その 1 つが海外関係で、そのときの資料をそのまま

持ってきました。いろいろな専門機関の資料を調べて、海外関係の話をまとめてあります。

そのエッセンスは本体の資料の中に入れてありますから、それをご紹介します。 

 本体のほうは、皆さんの質問にお答えできるように、できるだけ専門用語を使わないで

説明した資料になっています。 
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 先日、原子力学会のシニアネットワークの講演会に木村先生と一緒に出席したのですが、

私は基調講演を依頼されて、規制委員会の人が「原子力は安全だ」と説明しているけど、

あんな説明で皆さんは本当に納得されているのですか、という話をしました。私自身は全

然納得していないので、今日は、その話をメインに進めていきます。私は、幸い政府の仕

事を何もやっていないから、何も束縛されず、好き勝手なことを言えます。御用学者ナン

バーワンってサンデー毎日に書かれていた諸葛さんが、なぜそんなに左がかったことを言

うのかしらと不思議に思うかもしれませんけど、今日はそういう立場でお話ししますから、

聞いてください。 

 

目 次

I. 福島第一原子力発電所はなぜ事故を起こしたか？

II. 事故で放射能は出たのか？

III. どこまで安全にすれば十分安全だと言えるか？

IV. どうすれば国民は納得するか？

V. 原発の安全性と環境適合性のトレードオフとは？

VI. ＴＶ解説者の心境について

VII.海外との比較
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諸葛：これは目次ですが、皆さんからいただいたご質問を、7 項目に分けてお話しします。 
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はじめに

3

 多くの国民が原子力発電の安全性にまだ大きな不安を抱いている。

 その原因は全体像が見えないためだ。国民は個々の事業だけでな

く、エネルギー政策全体を見ている。これまではそれを原子力委員

会が担ってきた。ところが、政府は原子力委員会をスリム化して平和

利用の番人に格下げにし、原子力政策大綱が消滅した。

 これからのエネルギー政策は経産省の「エネルギー基本計画」と「長

期需給見通し」を個別に見なければならないこととなる。

 高レベル放射性廃棄物に関しても、政府はひとつ上流側のガラス固

化体に関してはJNFLの民間事業に委ねている。学術会議はその全

体像すら知らずに提言している。

 

諸葛：「はじめに」ということで、今日お話しすることをざっとまとめています。 

 現在、国民の 40 何％は再稼働に反対していて、原子力発電の安全性が心配だと思ってい

ます。 

 国民は意外とよくものを見ていて、エネルギー全般のことを考えています。原子力だけ

ではないのです。今まで、原子力委員会という組織がエネルギー政策全体を見ていたので

すが、政府は、原子力委員会の役割を縮小化して、プルトニウム利用の番人、平和利用の

番人に格下げしました。原子力委員会は、それまでは経産省と文科省の交通整理をし、国

のエネルギー政策の方針である「原子力政策大綱」を決めていたのだけど、今は、それは

もうやらなくていいということになりました。ですから、今は、エネルギー政策を国とし

てまとめている組織はないのです。 

 そうすると、我々は、経産省が作っている「エネルギー基本計画」と、一昨年まとまっ

た「長期需給見通し」、これは単なる小委員会が作っているものですが、を個別に見ないと、

エネルギー政策全体の姿が見えないという非常につらい状況になっています。 

 高レベル放射性廃棄物の問題は、たぶん皆さんも関心をお持ちだと思うのですが、政府

は、1 つ上流側のガラス固化体をどうするのかということすら何も言っていません。日本原

燃（JNEL）という民間企業がガラス固化体を扱っていて、青森県と調整して、ガラス固化

体を 30～50 年間保管すると言っているのですが、それは青森県と民間事業の話し合いだか

ら、国としての方針が定まっているわけではないのです。青森県にそういうものを建てま

すということすら、国は言っていないのです。原子力政策大綱ならば言っていたのに、ど

うして誰も言わないだろうか、と思います。 
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 専門家の先生が集まっている学術会議という組織があるのですが、学術会議の提言には、

「廃棄物は中間貯蔵しなければいけない」と書かれています。でも、実際は青森県の六ケ

所村で 30～50 年間貯蔵するのだから、中間貯蔵をする意味はまったくありません。学術会

議は、廃棄物処分の全体像すら把握せずに提言していたのです。 

 学術会議の事務局には私の昔の部下の寿楽先生という方がいらっしゃるので、なぜあん

な馬鹿なことを書いたのかと聞いたら、「あの先生たちは不勉強なのですよ」とおっしゃっ

ていました。それならちゃんと教育してほしいとお願いしたところ、寿楽先生はちゃんと

教育して、今年の春に出された見直し版の提言は、青森県で 30～50 年間貯蔵することを念

頭に置いて書いているから、中間貯蔵の話を取り下げています。 

 今日は、このようなお話をしていきたいと思います。 

 

Ⅰ．福島第一原子力発電所は

なぜ事故を起こしたか？

4  

諸葛：先日、新潟県知事選挙があって、米山隆一さんが新しい知事になりました。前知事

の泉田さんは、「規制委員会は福島第一原発事故の総括すらしていない」と繰り返しおっし

ゃっていました。米山さんもそれを引き継いで、そう言い続けています。でも、本当は、

規制委員会は事故の総括をしています。2014 年 10 月に中間報告書をまとめていて、そこ

には、事故の原因は津波であり、地震では何も壊れていない、と書かれています。 

 だけど、規制委員会は、そのことをはっきりは言いません。なぜかというと、事故を起

こしたのは沸騰水型の原子炉（Boiling Water Reactor；BWR）です。今、再稼働が認めら

れているのは、全て加圧水型の原子炉（Pressurized Water Reactor；PWR）です。一般国

民は、BWR は重力に逆らって下から制御棒を入れるから、地震で絶対にあれが入らなかっ
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たに違いない、と思い込んでいます。だけど、実際には制御棒が入っていて、地震の直後

に原子炉は止まっているのです。その後に来た津波によって、事故が起こりました。でも、

規制委員会はそのことをあまり大きな声では言いません。それは、PWR を早く動かしたい

からだと思います。 

 

 原発は非常用冷却設備(ECCS)が何重にも用意されているから事故は

起こさない、と思われていたが、「津波対策」と言う、単純な落とし穴が

あることに誰も気付かなかった。

 非常用設備、常用設備は全て海水冷却ポンプによって、海水で冷却

する仕組みだった。この海水冷却設備が津波で水没して停止すると、

これで冷却していた非常用設備、常用設備は全て停止してしまう、まさ

に“雪庇”（クリフ・エッジ）が存在していた。

 だから、設計条件を超える、M9.0の地震には奇跡的に助かり、制御棒

が挿入され、「止める」は無事成功したが、約1時間後の津波によって

非常用電源をはじめ、照明設備や制御電源等全ての安全機能が失わ

れた。

5

１．非常用炉心冷却装置（ECCS）は全く役に立たなかった

 

諸葛：実際にはどんなことが起こっていたのか、説明していきたいと思います。 

 原発には非常用冷却設備（ECCS）が二重にも三重にも用意されていて、これで冷やすか

ら、事故なんか絶対に起きませんと言われていました。 

 その非常用設備や常用設備は、全て海水冷却ポンプによって、海水で冷却する仕組みに

なっていました。この海水冷却ポンプが津波で水没して停止してしまったから、それまで

動いていた非常用設備や常用設備も全て死んでしまいました。制御電源も止まって、照明

設備も全部止まってしまいました。 

 設計条件を超えるマグニチュード 9.0 の地震でも、福島第一原子力発電所は奇跡的に助か

っていました。本来だったら制御棒が入らないくらいのものすごく大きな地震だったので

すが、実際には制御棒が入っています。「止める」ことは無事に成功しているのだけど、1

時間後に津波が来て、海水冷却ポンプが止まってしまい、安全機能が全て失われて、事故

になりました。 

 これが真相です。2014 年の規制委員会の中間報告書には、そういうことが詳しく書いて

あります。 
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 照明や制御電源が失われる、という事態は想定されていなかった。

 実行しなかったのだから、全く自慢にならぬが、我が国では1992年5月

28日に約6年前の1986年4月26日に起きたチェルノブイリ発電所事故

を受けて作成した、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシ

デント対策としてのアクシデントマネージメントについて」を決定した。

 ①事故後の緩和対策を電力会社の自主対策としたこと、②フィルター

ベントを義務化しなかったこと、がこの決定の不備とされた。

 福島第二原発では濡れた海水冷却ポンプを製造メーカーから取り寄

せ、交換して冷却再開し、“冷却不能”状態から脱却した。

 福島第一原発で致命傷だったのは、①NISA常駐官が職場放棄したこ

と、②非常用配電盤が水没して復旧困難だったこと、であろう。

6

２．津波の後、何が起きたか

 

諸葛：津波の後、何が起きたか。照明や制御電源が失われるということは、プラントの設

計者はまったく考えていませんでした。制御電源は直流の電源なのですが、直流電源がな

くなるなんていうことはありえないと。だから、それが生きていることを前提にしていま

した。 

 まったく自慢にはなりませんけど、日本では、1992 年 5 月 28 日に、その 6 年前に起き

たチェルノブイリ事故を受けて、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対

策としてのアクシデントマネージメントについて」を決定しています。国民に対しては、「チ

ェルノブイリ型の事故は日本では起きません」と言っていたのだけど、実際には起こりう

るから真面目に考えてくださいということがこの 24 年前の資料には書いてあるのです。立

派なことを言っているのです。 

 しかし、残念ながら、これは役に立ちませんでした。その理由が 2 つ書いてあります。1

つ目は、事故後の緩和対策は電力会社の自主対策と定めていたこと。国は決めません、皆

さんで自主的にやってください、と言っていたということです。2 つ目は、その資料にはフ

ィルターベントがないと放射能の事故を防げませんよと書いてあるのだけど、これも自主

対策にしていたのです。この 2 つを国の義務にしなかったことが、24 年前の決定の不備だ

と言われています。 

 ところが、福島第二原子力発電所は、海水冷却ポンプをメーカーから取り寄せたことで、

事故を回避しているのです。福島第二原発は、増田尚宏さんという方が所長を務めておら

れました。現在は、原発を廃炉にする会社の社長をされています。先ほど、事故の原因が

海水冷却ポンプだとお話ししましたが、それは東芝の三重工場で作られていて、増田さん
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は、東芝三重工場から予備のポンプを取り寄せて、ヘリコプターで運ばせたのです。そし

て、ポンプを取り換えました。増田さんは電気の専門家で、上流側の電気は生きているこ

とを知っていました。それから、福島第二原発は宮下さんという方が原子力安全・保安院

の駐在官で、宮下さんは福島第二原発を建設したとき、東芝の所長を務めていました。経

験者だから詳しいわけです。要するに電気が止まってしまったことが事故の原因であって、

その電気に一番詳しい人が所長をしていたのが福島第二原発でした。福島第一原発の吉田

所長は、電気に詳しくなかったので、電気の問題だということが分かっていませんでした。

だから福島第一原発は失敗したのだけど、福島第二原発は海水冷却ポンプを取り換えて、

乾かさなければ駄目だということでケーブルも全部取り換えています。福島第二原発も、

深層防護の 5 つの階層のうち、第 4 層まで行っていたのです。法律でいうと第 15 条申請を

する段階で、私たちは何もできませんというアウトの報告をしていたプラントなのです。

それでも助かった。我々からすると信じられないことです。平たく言うと、墓場から生還

したくらいのイメージです。福島第二原子力発電所は、今はなんていうことなく止まって

いるのだけど、実は綱渡りで生き残った発電所なのです。福島第二原発と第一原発は、実

は同じくらい危険な状況でした。 

 第二原発では保安院の宮下さんが頑張っていましたが、福島第一原発の保安院の常駐官

は、私たちは危ないといって、ジェイビレッジというサッカー場が宿舎なのですが、そこ

に逃げ帰っていました。あとに残された吉田所長は、先ほど言ったように、何も分からな

い。実際は、福島第二原発はポンプとケーブルを取り換えれば大丈夫だったのだけど、福

島第一原発は配電盤が濡れていたので、同じことをやってもおそらく駄目でした。だから、

常駐官が残っていたとしても、駄目だったと思います。それを吉田所長が全て背負って、

彼はがんで亡くなりましたけれども、そういう意味ではお気の毒だったと思います。 
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 加圧水型炉(PWR)が事故を起こした沸騰水型炉(BWR)とは違う。

（実際には型式の違いは余り意味ない）

 再稼働を急ぐため、フィルターベントの義務化を回避。

（欧州では加圧水型炉でもフィルターベントを義務化）

 格納容器が大きいため、水素爆発に至るまでの時間が長い等の違い

はあるが、型式の違いは余り本質的な差はない。

 実際、沸騰水型炉(BWR)の申請（柏崎刈羽7号機）が迫っている。

（規制基準上ではBWRにはフィルターベントを義務付け）

 規制委の事故原因の調査結果報告書（2014/10/3)は中間報告で止

まっているが、近々、何らかの形で最終報告にされる予定。

 反対派に媚びて規制委が明確化していないだけ。原子力安全委員会

が原因説明している。ストレステストまで実施済み。
7

３．なぜ事故原因が明確化されないのか？

 

諸葛：なぜ規制委員会はそういうことを国民に向けて正直に説明しないのかというと、先

ほどお話ししたように、今動かしているプラントは全て PWR なのです。これは事故を起こ

した BWR とは違うということで、国民の意識をそちらに振り向けて、早く再稼働させたい

と願ったのではないかと思います。これはまったく私の憶測です。どこにもそんなことは

書いていません。 

 2 つ目に、BWR はフィルターベントを義務化したのですが、PWR は格納容器が大きい

からということで、義務化しませんでした。5 年後でもいいと言っています。今動いている

のは九州電力の川内原発と四国電力の伊方原発ですが、どちらもフィルターベントはあり

ません。柏崎の 6・7 号機（BWR）にはついていますけど、PWR にはついていません。ヨ

ーロッパで動いている PWR は、全部フィルターベントが義務化されています。だから、私

は義務化が必要だと思っています。国の委員会も、いずれやろうということで、5 年経った

ら PWR もつけるように、という言い方をしています。 

 規制委員会は、PWR は格納容器が 10 倍大きいから、水素爆発するまでの時間が長くか

かるので問題ない、という説明をしているのだけど、福島の事故では海水冷却ポンプが止

まって停電が起きていますから、あまり本質的な差はないというのが私の意見です。 

 柏崎刈羽 7 号機（BWR）は、申請からだいぶ時間が経っていますから、そろそろ認可し

なければいけない状態にあるのですけれども、BWR は事故を起こした原子炉だから、国民

が注目しているということで、中国電力、北陸電力、中部電力、東北電力などの BWR を持

っている他の電力会社は、固唾をのんで東京電力の柏崎刈羽 7 号機の審査の行く末を見て

います。PWR で許可していますから、同じロジックで BWR も認可されるはずなのだけど、
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柏崎は、米山さんという反対派の方が新潟県知事になったから、どうなるのかなと私はち

ょっと心配しています。 

 先ほどお話ししたように、規制委員会は、PWR の申請をちゃんと横目で見なさいよと言

っているのだけれども、東京電力の人に聞くと、規制委員会の審査会の冒頭でちらっとそ

ういうことを言っているけど、正式に書類では言っていないそうです。ただ、他の電力会

社はそこで言っているということを知っているので、固唾をのんでいる状況です。 

 規制委員会は、2014 年 10 月に中間報告を出していますが、何らかの形でそれを最終報

告にして、公開しようとしています。保全学会か何かで最終報告をするのだと思います。 

 反対派にこびて、規制委員会が事故の原因を明確化していないだけで、実際には原子力

安全委員会時代にストレステストまでやって説明しています。だから、津波が原因だとい

うことは分かっています。国会事故調の田中三彦さんは、「地震で壊れたに違いない」と主

張し続けていて、新潟県でもそんなことを主張しているので、私は、あなたの話はとっく

に破たんしていますよと伝えていて、彼ももう分かっているのです。分かっているけど、

なかなか白旗をあげられないようです。 

 

 組織の独立化：原子力発電所の安全規制を担う原子力安全・保安院が原子力推

進を担う、経済産業省資源エネルギー庁に同居していたことを反省し、全く独立の三

条委員会、原子力規制委員会を設立した。そして、その事務局として文科省の原子

力規制部門と経産省の原子力安全・保安院を統合して原子力規制庁を設置した。

 基準の法制化：原子力安全委員会の審査指針を実質的な基準として準用してき

たが、三条委員会化された原子力規制委員会が発足したため、独自の基準として法

制化している。

 津波と停電と冷却を強化：防潮堤の強化、全停電時間を長期化、最終ヒートシ

ンク喪失時の冷却継続時間を長期化した。また、事故とは直接関係ないが、地震対

策も強化した。

 事故発生時対策を明記：これまで電力会社の自主対策としていた事故時の影

響緩和策を明記し、事故は起きないとした安全神話から決別した。

8

４．改善策

 

諸葛：改善策としては、規制委員会を独立化して、他の政治勢力、特に推進側から余計な

ことを言われないようにしているから大丈夫だ、と言っています。これは本当のことだと

思います。だけど、これは規制委員会自身が決めたことではなくて、国会で政治家が決め

たことです。また、今年 1 月に、IAEA の規制レビュー会があったのですが、IAEA は組織

を独立化したことを褒めています。 
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 それから、基準の法制化。IAEA はこちらも褒めています。以前は原子力安全委員会の審

査指針で細かいことを決めていたのだけれども、今は規制委員会の独自の基準として、法

律にしたのです。昔は安全委員会の指針だったものが、法律になりましたから、大変いい

ことだと私は思います。ただ、100 通り以上の規制基準が法律になっていて、読むだけでも

大変です。もう少し分かりやすくしてほしいと思っています。 

 その中には、津波とか、停電とか、先ほどお話しした海水冷却ポンプのことも触れられ

ています。以前の資料では、冷却継続時間は 8 時間とされていたけど、実際は 1 時間で止

まってしまいました。今は、1 週間冷却できるようにしてくださいと定められています。継

続時間は、非常用ディーゼル発電機の油をためておく量で決まります。今は、1 週間分の油

を用意することにしています。実際には 20 日とか、3 か月もつくらいの油を持っています

けど、許認可上は 1 週間ということになっています。 

 あとは、事故発生時対策の明確化。不思議なのですが、私よりも先輩の人たちは昔の法

律を作った人たちだから、事故は起きないと言っていたのです。24 年前に作ったシビアア

クシデント対策も、事故が起きたときの影響緩和対策は書いてあるけれども、不思議なこ

とに、自主対策とされています。なぜか、国の義務にしませんでした。事故が起きるとい

う前提の法律になっていませんでした。だから、国の法律を変えようとすると、ガラガラ

と変えなければいけませんでした。私は、それをやればよかったじゃないかと思うのだけ

ど、当時原子力安全委員長だった内田秀雄さんが、「これはちょっとおおごとだからやめよ

う」とおっしゃったようです。私は、今、官僚出身の方と一緒に法律の問題を勉強してい

るのだけど、その方になぜ変えなかったのかと聞いたら、「法律はそんなに簡単に変えられ

ないよ」とおっしゃっていて、ああ、そうなのかもしれないなと思っています。 

 事故の後、ルールはいろいろ変わっていますけれども、まだ十分法律を変えるところま

で行っていないというのがひとつの大きな問題だと思います。 

 



11 
 

9

Ⅱ．事故で放射能は出たのか？

福一事故とJCO事故との最も大きな違い
は、JCO事故が放射線放出だけの事故
だったのに対して、福一事故はヨウ素128
やセシウム137などの放射能が放出され
たこと。

 

諸葛：皆さんからいただいたご質問に、「事故で放射能は出たのですか？」というものがあ

りました。これを、今回の事故と、1999 年に東海村で起きた JCO 臨界事故、これが過去

の最大の事故と言われていますけれども、この 2 つを比較して見ていきたいと思います。 
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福島第一原発事故

 放射性物質放出事故

 圧力容器内の未臨界の核物質が溶

融し、内部の放射性物質を含む蒸気

の圧力・温度を高めた。

 次に、蒸気放出先の格納容器の圧

力・温度が高まり、フランジ等が破損し

て内部の放射性物質がプルーム状

（雲状）になって漏えいした。

 ブルーム通過時に雨が降っていた周

辺地域の放射能が高まった。

10

１．福島第一原発事故とJCO東海臨界事故の違い

JCO東海臨界事故

 放射線放出事故

 混合層に入れられたウラン溶液が臨

界となり、中性子線を含む高い放射

線が放出された。

 関係者が混合層に近づき、内部のウ

ラン溶液を未臨界として臨界反応を

停止させ、放射線の放出を停止させ

た。

 周辺地域には高い放射線が照射され

たが、放射能は漏れ出なかった。

 

諸葛：福島第一原発事故では、放射性物質が出ています。ところが、1999 年の JCO 臨界

事故のときには、放射線が出ただけで、放射能は出ていません。両方とも事故には違いな

いのだけど、JCO 事故は放射線だけなのです。福島事故は放射性物質がばらまかれていま

す。だから、福島事故のほうが罪はずっと重いのです。 

 福島事故では、圧力容器の中の核物質が溶けて、フランジのパッキンを溶かしてしまっ

て、あちこちから放射性物質が漏れ出ました。JCO 事故では、混合層に燃料のウランがま

ぜこぜになって、中性子線を含む放射線がそこから放出されました。ものすごく強い放射

線が出ましたが、放射能は出ていません。 

 福島事故で放出された放射性物質であるヨウ素やセシウムは軽く、プルームと呼んでい

ますけれども、雲状になって空を流れていきました。実は東京上空にも流れてきています。

柏や松戸の放射能レベルが高いのは、そこで雨が降ったためです。第一原発北西方向の飯

館村や伊達市の辺りは、雨がいっぱい降りました。あそこには高い山があって、そこで雲

が雨を降らせるのです。そこにプルームが流れていって、雨が降ったため、あの辺りは放

射能が高くなったのです。 

 JCO 事故のときは、放射線が出ただけだから、事故のときの放射線の計算さえすれば、

住民がどのくらい被ばくしたかを計算できます。福島事故では放射能が放出されましたが、

それぞれの地域にどのくらい放射能が漏れたかということを計算して、住民がどのくらい

被ばくしたかを調べています。 
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福島第一原発事故

 東電の賠償金額が膨大化。周辺

地域に大きな影響。

11

２．福島第一原発事故とJCO東海臨界事故の違い

JCO東海臨界事故

 周辺地域は汚染されなかったが、日本の原

子力施設の事故としては史上最大だった。

 これを受けて原災法が作成され、全国の原

子力施設にオフサイトセンターが設置された。

 しかし、全てJCO事故の再発が対象とされ、

原発事故は対象にされなかった。

 

諸葛：福島第一原発の北西方向が、放射能がたくさん漏れた地域です。最終的には住民の

皆さんは避難したのでいなくなりましたが、避難するまでは被ばくしています。そこに何

時間いたから、あなたは何ミリシーベルト被ばくしています、という計算をしています。 
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 事故後、低レベル放射線の影響について様々な議論がされた。

 推進側が主として国際原子力機関（IAEA）や国連科学委員会

（United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation、以下「ＵＮＳＣＥＡＲ」）、国際放射線防護委員会

（ International Commission on Radiological Protection、以下「ＩＣＲ

Ｐ」）の資料をベースにしたが、反対派はそれらを否定し、欧州放射

線リスク委員会（ＥＣＲＲ）の主張をベースにした。

 様々な議論がされたが、結局、専門家は、国連の主流派である、

UNSCEARやICRPの主張を取り入れ、2011.12.22に内閣府で取り纏

めた「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告

書」が 政府の結論とされた。

12

３．低レベル放射線被ばく

参考資料： 「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書」2011.12.22,内閣府

 

諸葛：その被ばく線量の話がこのスライドに書いてあります。 

 我々は、国連科学委員会（UNSCEAR）や国際放射線防護委員会（ICRP）の資料に基づ

いて、いろいろ判断しています。一方、反対派はそれらの資料を否定しています。UNSCEAR

や ICRP で採用されなかった論文は、欧州放射線リスク委員会（ECRR）がまとめていて、

分厚い英語の報告書があって、原子力に批判的な人はそれを一生懸命勉強しています。例

えば、このワークショップで講師を務めた松尾先生と同姓の、松尾真紀子さんという人は、

ECRR の報告書を熱心に勉強されています。 

 お配りした資料には、ICRP をベースにしたことがまとまっています。結論を言うと、100

ミリシーベルト以下の被ばくした人は事例が少ないのです。ECRR の報告書に載っている

事例も少ないので、危ないという話はいっぱい出ていますけれども、結局分からないので

す。広島や長崎で、原爆で被ばくした人たちが唯一のまとまった数の被ばく者になります。

ところが、男性は兵役に出ていますから、女性や子供の被ばく者しかいません。データが

非常に限られているのです。そのデータをベースに ICRP の報告書はまとまっています。 
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 放射能、放射線、放射性物質について

混同しやすい3つの言葉。情報を正しく理解するには、それぞれの意味を把握しておく必要があります。

13

<参考１>放射能、放射線、放射性物質について

 たき火に例えると  放射線の種類と透過力

 放射線の単位
放射性物質の種類によって放出される放射線の種類やエ
ネルギーが異なるので、放射線が人体に与える影響は、放
射能の強さ「ベクレル」で比較するのではなく、人体への影
響の度合いを表す「シーベルト」で比較する必要があります。

 半減期について
全ての物質は、原子核とそれを取り巻く電子によって構成されています。ウランなど
の放射性物質は、この原子核と電子のバランスが不安定で、安定した状態になるた
めに放射線を出します。このような変化を「壊変（かいへん）」といい、放射能はある一
定の期間を過ぎると半減します。「半減期」とは、壊変によって始めの原子核の数が
半分になるまでの時間です。放射性物質の種類によって半減期は異なり、長いもの
で100億年超、短いもので数秒のものもあります。

 

諸葛：ここに、たき火を題材にして、放射線と放射能と放射性物質の違いが書いてありま

す。たき火の光・熱が放射線に相当します。放射能は炎、放射線物質は薪に相当します。 

 放射線は、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線といろいろ種類が分かれていま

すけれども、紙 1 枚で止まるのがアルファ線。金属片で止まるのがベータ線。鉛や鉄で止

まるのがガンマ線。それも通過してしまうのが中性子線で、中性子線は水やプラスチック

を並べておかないと止まりません。中性子線を止めるのはなかなか大変です。 

 「シーベルト」と言うだけで放射線の量が分かるのは、日本人くらいだと思います。放

射性物質の量を言うときには「ベクレル」という単位を使います。人間がどのくらい被ば

くしたかというときには「シーベルト」を使います。放射能のことを言うときには「グレ

イ」を使うのですが、グレイはあまり使われません。シーベルトとベクレルがよく使われ

ています。 

 放射能は、半減期といって、10 年とか 100 年とかで半分に減ります。今回の事故で最初

に出たヨウ素 128 は、半減期が 8 時間と言われています。今は、セシウム 137 という放射

性物質が残っていて、これは半減期が 30 年もあるので、長生きしているのです。100 年く

らい経つと、半分の半分の半分で 8 分の 1 になるのだけど、今はセシウム 137 がしぶとく

残っています。 
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 ICRPであろうがECRRであろうが、問題になったのは年間100ミリ

シーベルト以下の被ばくの影響があるかどうかについてである。

 特に問題になったのは小学校の校庭の除染である。原子力安全委

員会は年間100ミリシーベルト以下の被ばくは問題ないとして、年間

約30ミリシーベルトとされた小学校の校庭の被ばく線量は問題ない、

としたが、これに対する様々な反論がされた。

 結局、小学校の校庭の線量測定をしたデータが公表され、実態の

被ばく線量はかなり低い（年間約10ミリシーベルト以下）とされた。

 当時は、被ばくの結果が判らずに議論がされたが、被ばくの影響が

なかったことから、騒ぎは沈静化した。

15

<参考３>低レベル放射線被ばくの何が問題とされたのか？

注1：2011年4月29日、東京大学小佐古敏荘教授が衆議院第一議員会館にて参与辞意を表明する記者会見を開催（涙の記者会見）。
小佐古氏はこの記者会見で小学校の校庭の被ばく線量を批判したが、枝野官房長官は小佐古教授の放射線問題への主張は真逆だったと反論した。

 

諸葛：今は、100 ミリシーベルト以下の被ばくの影響が話題になっています。ICRP は、年

間 100 ミリシーベルト以下なら何も心配しなくていいと言っているのだけど、子供は心配

しなければいけないのではないかということで、大騒ぎになりました。福島の小学校の校

庭を調べたら、年間約 30 ミリシーベルトの被ばく線量があるということが分かり、小佐古

さんという私の親しい先生が、東大の放射線被ばくのオーソリティなのですけど、記者会

見で涙を流したのです。あの小佐古先生が涙を流しているから、これは大変なことだ、と

大騒ぎになりました。 

 だけど、小佐古先生に私が直接お聞きしたら、同じときに官邸に入っていた班目先生と

小佐古先生はあまり仲がよくなくて、小佐古先生は放射線のオーソリティだから本当は意

見を聞かなければいけないのだけど、班目先生は聞かなかった、それで涙を流した、とお

っしゃっていました。 

 枝野官房長官（当時）も、いろいろおかしいなと思っていたようです。班目先生と小佐

古先生を比べたら、小佐古先生のほうが放射線をあまり心配しない先生であると。例えば、

高レベル放射性廃棄物でいうと、今は敷地境界で 10 マイクロシーベルトパーアワーが健康

に影響のある限界とされているのだけれども、小佐古先生は、それを 300 まで上げてもい

いとおっしゃっています。小佐古先生は、300 を 10 にすると、5,000 億円も建設費が変わ

ってくるとおっしゃっています。 

 だから、小佐古さんがなぜ年間 30 ミリシーベルトで涙を流したのかは、私も未だによく

分かりません。小佐古先生は、班目先生が私の意見を聞いてくれなかったから涙を流した

とおっしゃっていますが。 
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 小学校の PTA のお母さん方は、小佐古さんの後ろについてデモ行進して、30 ミリシーベ

ルトはけしからんと大騒ぎしていました。だけど、文科省が調べたら、実際には年間 10 ミ

リシーベルト以下しか被ばくしないということが分かって、この話は沈静化しています。 

 

 議論の焦点は低線量率領域に線形近似（LNT）が

適用できるか？である。

 ICRPは広島、長崎の被ばくデータを基に直線近

似よりも下側にずれる、と主張。

 ECRRは測定データには直線よりも上側にずれる

データもあると主張。

16

<参考４>周辺住民の放射線被ばくの影響

 低線量被ばくのデータが少ないこと、他の影響因子との分離が難しいことなどから

影響の有無は本人が判断することとされている。

 この領域の確定的影響がないことは明確である。確率的影響は限りなく小さいこと

は確かだが、現状では全く無いかどうかについては明確なことは言えない。

 

諸葛：低線量被ばくは、右上のグラフの点線と実線の境目が 100 ミリシーベルトなのです

けれども、100 ミリシーベルト以下の情報は、よく分かっていません。ICRP は点線よりも

下に行く（がんの発生率は低い）と言っているけれども、ECRR は点線より上に行くので

はないかと言っています。 

 お配りした資料には、情報量が少ないから自分で判断してください、と書いてあります。

自分で判断してくださいというのは、情報量が少ないからそういう言い方をしていますけ

れども、私たちは、実際にはほとんど問題がないと思っています。それは皆さんご自身で

判断をしてください。 
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Ⅲ．どこまで安全にすれば

十分安全だと言えるのか？

（How safe is safe enough.)

17  

諸葛：さて、私が 10 月 15 日に原子力学会シニアネットワークの基調講演でお話ししたの

は、「どこまで安全にすれば、十分安全だと言えるのか？」ということでした。 

 

18

この新規制基準は原子力施設の設置や運転等の可

否を判断するためのものです。

しかし、これを満たすことによって絶対的な安全性が

確保できるわけではありません。原子力の安全には

終わりはなく、常により高いレベルのものを目指し続

けていく必要があります。

１．原子力規制委員会の規制基準の説明

 

諸葛：規制委員会のホームページを見ると、こういうふうに書いてあります。 
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 「自分たちは、絶対的な安全は確保していません。原子力の安全には終わりはありませ

ん。より高いレベルのものを目指して頑張っていかなければいけません」。 

 

19原子力規制委員会HP「実用発電用原子炉に係る新規制基準について－概要－」より抜粋

(１)原子力規制委員会による新規制基準強化の説明
①共通要因による安全機能喪失防止の強化
②シビアアクシデント発生時対策の新設
③セキュリティ対策の新設

 

諸葛：それで、こういう絵が出てきます。昔は、万一シビアアクシデントが起きたときの

対策は自主的な対策であり、国は何も言っていませんでした。今度は、それを国が言うよ

うにしました。 
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20原子力規制委員会HP「実用発電用原子炉に係る新規制基準について－概要－」より抜粋

(２)事故前の技術基準と比べ新規制基準を
大幅に強化したと説明している

 

諸葛：あるいは、私は「飛び箱図」と悪口を言うのだけれども、昔はこれくらいしか国の

基準を決めていなかったけれども、今はもっといっぱい基準を並べているから安全になり

ましたよ、と言っています。 
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23九州電力HP「原子力発電所の安全対策の概要」より抜粋

(１)炉心損傷防止対策大幅強化の説明

 

諸葛：国は今お話ししたような説明をしていますが、電力会社はどのような説明をしてい

るのでしょうか。 

 これは、九州電力の川内原子力発電所 1 号機、2 号機の説明資料です。圧力容器がどうし

て安全なのか、ということを説明する資料で、これは詳しすぎて、説明するだけでも 1 時

間くらいかかります。 
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24九州電力HP「原子力発電所の安全対策の概要」より抜粋

(２)格納容器破損防止対策大幅強化の説明

 

諸葛：これは、格納容器がどうして安全ですかという説明図です。 

 

国、電力会社の説明を聞けば

安全性が高まった(Safer）ことは

誰しも理解するだろう。

26

(１)安全性が高まったことは理解した

 

諸葛：では、政府の説明と電力会社の説明を見て、国民はどう理解したか。安全性が高ま

った（Safer になった）ということは、おそらく理解されるのだと思います。私もそう思い
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ました。より安全になったということは分かります。 

 

なぜか？ これらの説明のどこにも

「安全性が十分」である(Safe Enough)

と書かれていないからだ。

27

(２)しかし、納得できていない

 

諸葛：だけど、政府の説明も、九州電力の説明も、それで安全性が十分かどうかというこ

とは言っていません。「Safe Enough」ということはどこにも書いていません。 
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Ⅳ．どうすれば国民は納得するか？

29  

諸葛：では、どうすれば国民は納得するでしょうか？ 

 

IAEAは安全規制の最上位に「安全目標」を

置くことを推奨している。

30

１．安全規制体系に関するIAEA推奨案

政府の安全規制は「安全目標」をどのよう

にして実現するか、という考え方で展開さ

れるべきだとしている。

 

諸葛：私は、最上位に「安全目標」を置いて、その安全目標をブレイクダウンしていくと

こういう規制基準になります、という説明をしてくれれば、納得してもらえるのではない
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かと考えています。どこまで安全にしたらいいかということが最上位にあって、それを実

現するために規制基準を設けました、という順序です。 

 

２．IAEAが推奨する安全規制ピラミッド

31

中位目標
より高度の安全対策

（既知の安全対策とベストプラクティス）

下位目標
通常の安全対策

（全設備に関する通常設計での安全対策）

上位目標
最適な安全防護

（深層防護とリスク目標等）

最上位目標
安全目標と

IAEA安全基準
社会的目標

地域的目標

施設内目標

技術に
中立

技術に
依存

 

諸葛：すなわち、最上位に「安全目標」があって、それをブレイクダウンしていくと深層

防護とかリスク目標が出てきて、それが具体的なハードウェアのスペシフィケーション（設

計）に反映されていく。こういう図式で説明してくれればいいのではないか。これは、IAEA

が推奨している安全規制の説明資料です。 
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<参考5> IAEAの英文の原文

32
出典： Irina Kuzmina, PhD「Overview of IAEA‘s Projects on Safety Goals and Integrated Risk Informed Decision Making」,Review of Innovative 
Reactor Concepts for Prevention of Severe Accidents and Mitigation of their Consequences (RISC),,31 March – 2 April 2014, IAEA, Vienna, 
Austria  

諸葛：英語だとこんなふうに書いてあります。これは 2014 年の資料で、割と最近のもので

す。しかも、これは案なのです。IAEA は、まだ結論を出していません。 
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2003年に安全目標案が示されているが、

最終決定しないまま13年経っている。

33

２．我が国の安全目標案

原子力規制委員会はその安全目標案を

若干変更して正式決定する意欲を示して

いるが、まだ決定していない。

 

諸葛：では、日本はそういう安全目標を出していないのかと調べてみると、実は 13 年前の

2003 年に、こういうものを目標にしようという案を出しているのです。 
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＜参考6＞ 2003年の安全目標案

1. 定性的目標
原子力利用活動に伴って放射線の放射や放射性物質の放散により公衆の健

康被害が発生する可能性は、公衆の日常生活に伴う健康リスクを有意には増加
させない水準に抑制されるべきである。

2. 定量的目標
原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによる、施設の敷地境界付近の

公衆の個人の平均急性死亡リスクは、 10－６／炉年程度を超えないように抑制さ
れるべきである。
また、原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによって生じ得るがんによる、
施設境界付近の公衆の平均死亡リスクは、年あたり百万分の１程度を超えない
ように抑制されるべきである。

3. 性能目標
炉心損傷確率(CDF)：10－４／炉年程度
格納容器機能喪失頻度(CFF)：10－５／炉年程度

34  

諸葛：その中身は、ここに書いてあるように、公衆の死亡リスクが 10 のマイナス 6 乗を超

えないことを目標にしましょうと。 

 圧力容器の壊れる確率は 10 のマイナス 4 乗程度、格納容器は 10 のマイナス 5 乗程度を

目指しましょうと言っています。この辺りは今の目標も同じ数値になっています。 
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３．原子力規制委員会の修正案

田中原子力規制委員長は3年前の国会＊１で下記の安全

目標を規制基準の基本にする旨説明している。

 放射性物質放出量：セシウム137放出が100TBqを超える事故の

頻度(LERF):10－６／炉年以下

 炉心損傷確率(CDF)：10－４／炉年程度

 格納容器機能喪失頻度(CFF)：10－５／炉年程度

35
*1:2013年6月23日第183回国会 原子力問題調査特別委員会

 

諸葛：田中俊一規制委員長は、2013 年に国会に呼ばれていて、こう説明しています。 

 規制委員会は、人が死ぬのはよろしくないと考えていて、100 テラベクレルのセシウム

137 が放出される事故の発生頻度を 10 のマイナス 6 乗以下にしましょうと。圧力容器が壊

れる確率の 10 のマイナス 4 乗とか、格納容器が壊れる確率の 10 のマイナス 5 乗は、2003

年と同じ数字を使いましょうと。こういうことを国会で説明しています。 

 ところが、これを実行しませんでした。未だに法律になっていません。 

 私は、これを国会で法律化するべきだと考えています。私に共鳴してくれている政治家

の先生も何人かいらっしゃるので、ぜひやろうと呼びかけています。 
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＜参考８＞ 海外ではどうしているか？

37

a. ＩＡＥＡ
 深刻な放射線影響を伴うようなシビアアクシデントの可能性は極めて小さ

いことを確認すること。

 既設の原子力発電所の性能目標

 炉心損傷頻度（ＣＤＦ） 10－４／炉・年を上回らない

 格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ） 10－５／炉・年を上回らない

b. 米国
 原子炉事故の結果として生じ得る発電所近傍の平均的個人の急性死亡リス

クは、合衆国民が一般にさらされている他の事故の急性死亡リスクの合計
の0.1%を超えるべきではない。

 原子力発電所の運転の結果として生じ得る発電所近くの集団のガン死亡リ
スクは、その他全ての原因によるガン死亡リスクの合計の0.1%を超えるべ
きではない。

 下記の数値よりかなり大きい可能性が示された場合は、それを減少させる
方法を見つけることに重点を置く必要がある

 炉心損傷頻度（ＣＤＦ） 10－４／炉・年

 格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ） 10－５／炉・年

 

諸葛：これは、海外ではどうしているかという資料です。 

 IAEA も、アメリカも、マイナス 4 乗とかマイナス 5 乗とか、日本と似たようなことを言

っています。 
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c. 英国

 事故による敷地外の公衆に対する個人リスク

 基本安全限度(BSL)：10-４/年、基本安全目標(BSO)：10-６/年

 社会的リスク(百人～数百人の死者を生じる事故の発生頻度)

 基本安全限度(BSL)：10-５/年、基本安全目標(BSO)：10-７/年

 個別施設の事故に対する頻度及び線量目標

 リスクの大きな事象ほど発生
頻度を低くする、階段状の
目標にしている。右図参照。

d. フィンランド
 セシウム137放出が100TBqを超

える事故の頻度(LERF):
５×10－７／炉年未満

 炉心損傷頻度（ＣＤＦ）平均値
10－５／炉・年未満

38  

諸葛：イギリスは、右下にあるような傾斜方式を使っていて、少し複雑です。こういうこ

とを言っても受け入れられる素地があるというのは、立派で素敵な国だなと思います。イ

ギリスは、規制委員会のトップにウェイトマンさんという方がいらっしゃって、ウェイト

マンさんは、国民から非常に厚く信頼されています。だから、こんな難しいグラフを出し

ても、国民は信じるのです。私も、ウェイトマンさんにお会いしてお話ししましたけれど

も、貴族の方で、非常に立派な方でした。こういう人が日本にいてくれたら、たぶん日本

の国民も信じるだろうなと思います。 

 私は、フィンランドの考え方が一番すごいと思っています。ここで 100 テラベクレルの

セシウム 137 という話が出てくるのですが、その頻度を 5 かける 10 のマイナス 7 乗未満に

抑えようとしています。日本の 2 分の 1 ですけれども、とても厳しい基準です。 
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1. 田中俊一委員長は既述の国会答弁で、
この安全目標をベースにして新規制基準
を作る、と明言している。

2. 実際の適合性審査で「セシウム137放出
が100TBqを超える事故の頻度が10－６／炉
年以下であることを確認している。

39

（３）規制基準はこの目標案がベース

規制基準は既にこの安全目標をベースにし
て作られている。

 

諸葛：田中俊一さんは、国会で、この安全目標をベースに規制基準を作りますと明言して

います。このときは、まだ規制基準が正式に決まる前だったのですね。 
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＜参考9＞人類の拡散と移動経路

40出典：池谷仙之他“地球生物学”,東京大学出版,2014.2.19.

日本付近には5万年前,サピエンスが渡来

 

諸葛：これは、日本の原子力機構が作った 2000 年レポートに書いてあるのですけれども、

人類が日本に来たのはせいぜい 5 万年くらい前だと言われています。日本海がまだ埋まっ

ていた時代です。 
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＜参考10＞人類の進歩

41

約500万年前 約200万年前 約5万年前 数千年前

アウストラピクテス属 ハビリス

類人猿 猿人

サピエンス

新人

エ
ル
ガ
ス
テ
ル

ホ
モ
・エ
レ
ク
ト
ス

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス

現生人類

現生人類

約100万年前

100万年前はまだ今の人類は生まれていなかった。

出典：“人類の拡散と進化シリーズ”,http://www.biological‐j.net/blog/2010/08/  

諸葛：サピエンスの前のホモ・エレクトスとかエルガステルが生きていたのが約 100 万年

前と言われています。 

 高レベル放射性廃棄物は、100 万年くらい安全にしますと言っているのだけれども、こん

な時代までさかのぼって大丈夫ですというのは、世の中の人は信じるわけがないなと。で

すから、私は、説明の仕方はもう少し考えたほうがいいのではないかと思っています。 
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Ⅴ．原発の安全性と

環境適合性のトレードオフとは？

42  

諸葛：皆さんからいただいたご質問の中に、原発の安全性と環境適合性のトレードオフに

関するものがありました。 
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安全目標に「原子力利用活動に伴って放射線の放射や放

射性物質の放散により公衆の健康被害が発生する可能性

は、公衆の日常生活に伴う健康リスクを有意には増加させな

い水準に抑制されるべきである。」としている。

43

１．原発の安全性と環境適合性

これを「社会の合意」に引き上げるべき。

 

諸葛：先ほどご紹介した安全目標では、「原子力利用活動に伴って放射線の放射や放射性物

質の放散により公衆の健康被害が発生する可能性は、公衆の日常活動に伴う健康リスクを

有意には増加させない水準に抑制されるべきである」、これが 10 のマイナス 6 乗なのです

けど、と書かれています。これがまだ正式化されていないのですが、国会で正式化すれば、

環境適合性とのトレードオフは満たされるのかなと思っています。 
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Ⅵ．ＴＶ解説者の心境について？

44  

諸葛：「テレビ解説者の心境について」というご質問もありました。 
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幸い、核燃料サイクルの安全性には責任があったが軽水炉

の安全性への責任意識は全くなかった。

45

１．軽水炉の安全性への責任感覚なし

 何を言っても後ろめたさが無い。

 しかし、東大・原子力法制研究会で軽水炉の安全規制の

問題点は勉強済み。その時は考えなかったが、結果的に

は軽水炉の安全問題の解説者として適任だった。

 

諸葛：私の専門は核燃料サイクルで、ウラン濃縮や再処理を専門に扱ってきました。その

後、東大に来て、原子力法制研究会で軽水炉の勉強をするようになりました。それまでは

核燃料サイクルばかり見ていましたから、事故が起きたときに、軽水炉の安全問題を私が

ハンドリングするときは、まったくうしろめたさがなかったというのが実態です。 
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Ⅶ．海外比較

46  

諸葛：海外についてのご質問もありました。 

 

47

１．福島事故後の世界情勢

事故前からの原子力批判国は原子力撤退へ。原子力推進

国は原子力発電を継続している。

欧州では独、スイス、伊、ベルギーが推進→反対→撤退。

仏は減速したが、推進継続。米、英、露は明確な推進。

アジアでは台湾が撤退したが、中国は明確な推進。

注目すべきは原油が豊富な中近東で原子力推進国が増え

ている(UAE、トルコ、サウジアラビア等）こと。

 

諸葛：海外では、福島事故後、元々原子力を批判していた国が原子力を撤退しました。元々

原子力を頑張ろうとしていた国は、今でも頑張っています。 
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 ヨーロッパでは、ドイツ、スイス、イタリア、ベルギーが、元々は推進していて、それ

が反対になって、どうしようかなと悩んでいるときに事故が起きたから、今は撤退してい

ます。フランスは、今まで 8 割くらい原子力を推進していて、現在は 5 割となっています。

減速しているけど、推進を継続しています。アメリカ、イギリス、ロシアは、明確に、今

でも原子力を推進しています。 

 アジアでは、台湾が撤退していますけど、中国は明確に推進側です。 

 注目すべきは、原油が豊富な中近東で原子力推進国が増えているということです。アラ

ブ首長国連邦、トルコ、サウジアラビアなどが原子力を進めようとしています。私も不思

議に思って調べてみたら、輸出でドルを稼いでくれる油はできるだけ取っておきたい、と

いう考え方のようです。今、中近東各国は生活レベルが上がっていて、電力の需要が増え

ているのですが、そこで油を燃やしてしまうともったいないから、発電は原子力に頼むよ

といって、油を温存しているというのが中近東の状況です。 

 

 国内ではCO2削減派は太陽光や風力発電等、再生可能エネル

ギーを増やすよう運動しているが、なぜ原発は増えるのか？

 独：欧州は電力ネットワークが完備しており、独はCO2排出優先の

政策をとっている。全体バランスの最適化の主張は少数派。

 途上国（中国、インド）：CO2削減政策は優先されている。再エネも

増加傾向にあるが、発電コストの低い原発建設へのニーズが高い。

 中近東では貴重な輸出材としての原油を温存して需要が増加し

ている電力を安く賄う原発へのニーズが高い。原発には淡水化熱源

としての期待も大きい。

48

２．なぜ世界各国はＣＯ2削減に向け原発を増やすのか？

 

諸葛：なぜ世界各国は、二酸化炭素を減らさないといけないのに、原発を増やしているの

かというと、ドイツは原子力をやりたくないと言って、再生可能エネルギーを増やしてい

るのだけれども、ヨーロッパは電力ネットワークが完備しているから電気を輸入していて、

輸入する電気は原子力発電由来でも OK なのですよ。知らん顔をしている。全体バランス

としてどうなっているかということはあまり言わないのです。 

 インドや中国などの途上国は、再生可能エネルギーをもちろんやっているのだけれども、

発電コストが高いから、やっているふりをしているだけで、実際には原子力を増やそうと
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しています。 

 一番下の中近東の話は、先ほどした通りです。 

 

おわりに

49

本日は、安全性について参加者とともに考えた。

安全対策が強化されたことは説明されているが、

「十分安全になったのか」が全く説明されていない。

さらに、安全規制の最重要指標である「安全目標」

が未決定で、国民に説明されていない。

また、事故の原因が地震ではなく、津波だったとい

うことを広く説明し、事故原因が未解明だとの風評

を払しょくすべきである。

原子力発電所は原子力安全を守ることは当然で、

それ以外の安全について国民とともにあるべきだ。
 

諸葛：ということで、安全性の話をしましたけれども、今、国も電力会社も Safe Enough

について何も言わないのが私には不思議です。その状況で、どうして皆は安全だと思って

いるのでしょうか。 

 誰も Safe Enough と言わないから、裁判所はそれに気がついて、アウトだと言うわけで

す。今のまま続けていると、ああいう判決が続くのではないかと思います。だから、早く

安全目標をちゃんと国会で議論するべきです。国会でというのは、私は、国民がSafe Enough

をきちんと決めて、国民の代表たる国会でそれをオーソライズすべきだと思っているから

です。 

 また、事故原因が津波だという話も、早くきちんと公開するべきだと思っています。 

 以上です。 

 

木村：ありがとうございました。 


