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四方山ばなしシリーズ No.2
藤 井 石 根

～火力発電所に例えれば、原子炉は
ボイラだって！！
そんなに生易しいものなの？～
確かに原子力発電所というシステムの中では
原子炉は水を加熱して高温・高圧の蒸気を生み
出している機器です。この点では火力発電所で
化石燃料を燃やして熱を発生させているボイラ
と同じ役割を果しています。しかし燃やしてい
る燃料が丸っきり違っています。化石燃料の燃
焼は地球温暖化に加担すると言われる二酸化炭
素を放出しますが、光合成によって元の有機物
に戻してくれる有難い解決策を自然界は用意し
てくれています。植物はその点で神様のような
存在なのです。人はこの存在に余り頓着しない
ようですが感謝すべき対象になっても決して疎
んずべきものではないのです。極端な自然環境
の破壊をもたらさない限り、ここには修復の可
能性が未だ残されています。
他方、核燃料の場合はどうでしょうか。この
シリーズの No.1 で既に述べましたように一旦、
着火させてしまったら、もう火は完全に消すこ
とができないのです。炉の中に制御棒を挿入し

て運転を停止させたとしても鎮火した訳ではな
いのです。ボイラの場合は空気を遮断するか、
燃料の供給を止めれば完全に鎮火させることが
できますが、原子炉ではできないのです。この
点がまづ根本的に違います。論より証拠、何故、
福島第一原子力発電所で運転を停止していた筈
の炉が爆発してしまったのでしょうか。その理
由は見掛上は炉の火が消えたかのようにつく
ろっても、消えていないからです。この天の火
は一朝一夕で消える代物ではありません。消え
ない以上、人は近づくこともできないのです。
福島第一原発事故炉の中の様子が未だに分から
ないのは危険過ぎて調査することすら叶わない
からです。近づけるようになるのは数拾年後と
も言われています。ボイラの場合だったら調査
に半月程の時間があれば十分かも知れません。
ここにも両者には大きな違いがあります。
次に両者の機能の面を比較して見
ましょう。結果としての成果は熱を
発生させるものとして同一ですが、
ボイラは一種の化学反応装置、原子
炉は核反応で新たな放射性物質を作り出す装置
です。当然、炉は諸々の放射線で照射されます
ので炉材は二次放射化されて放射性物質に変
わってしまいます。ボイラ材のようにスクラッ
プにして再度、有効利用することが叶わないの
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です。完全な負の遺産物質です。末長い監視、
管理の任を負わされることになります〔註〕。そ
の扱いや処理にも大変な困難と費用が予想され
ます。こうした事柄以外にもまだまだ予想でき
ないことが沢山でてくるでしょう。
「原子炉はボイラのようなもの」などと涼し
い顔で言える代物ではないのです。実体をよく
観察し、事の理を捉えて論理的に考えれば容易
でないことが分る筈です。決して生易しいもの
ではないのです。
かつ

〔註〕 會て放射化された原発からの廃材がスクラップ
の中に混じってしまったという事件がアメリカ
で起りました。そのスクラップで新たに造られ
た製品が、建設業界で使われる鉄筋コンクリー
ト用の鉄筋です。その鉄筋を使って建てた建物
に住んだ人が家からの放射能を浴びて健康を害
してしまいました。不健康になった原因を調査
した結果、この事実が判明しました。これから
廃炉が続々と出てくる状況の下にあって、こう
した事態の発生は日本でも他人事ではないで
しょう。モラルの低下、儲け優先の体質が今後、
どのような問題を引き起すか、心配になります。
（明治大学名誉教授

当会顧問

玉川学園在住）

ないがし

ここまで民意を蔑ろにされても
なおアベノミクスか
藤 井 石 根

原発に対する態度をはっきりさせないまゝに
衆院選に臨んだ自民党、選挙で大勝するや安倍
首相は早々の施政方針演説（2 月 28 日）で原発
の再稼動を表明した。賛成か反対かどちらとも
なりうるような態度を示しておいて権力の座に
ついた途端に強権的になる。その遣り口は TPP
に対する扱い方も同じである。庶民の感じ方か
らすれば民意などそっちのけ、アメリカと経済
界の顔色だけを伺って政治をしているようにし
か見えない。普天間の問題、オスプレイの問題
の推移はその実を如実に物語っている。
さて、憲法を戦前のような内容に戻し、堂々
と戦争ができる国に再構築したい現政権は改憲
のハードルを先ず低くすべく現憲法の第 96 条を
改めようとする姑息な手段に打って出た。いき
なり第 9 条改憲に踏み込むと抵抗が強いので先
ず無難なところからと考えたのであろう。穿っ

た見方かも知れないが、高い支持を勝ち得てい
るアベノミクスとやらの経済政策、トップセー
ルスと称して諸外国に赴いて原発などの売り込
みを図っているが、この活動にしても来たるべ
き 7 月の参院選まで支持を継ぎ止めたい為の目
眩ましかも知れない。事が旨く運んだ暁には必
ずや本性があからさまになるだろう。ヒット
ラーの遣り口が見えるかも知れない。それにし
てもこのところの首相の動きは異常である。国
の内外の多くの処に出向いて愛想を振り撒いて
いる。首相たる者、こんなに軽くて良いものか
と不安すら覚える。
因みにロシアでプーチン大統領と
会談して以後、中東へ。そしてトル
コなどでは「事故を経験した日本の
原発は安全」という触れ込みで原発の輸出をす
すめている。ベトナム、ヨルダンなどに続き
IAEA に加盟していないインドに至っては原子
力協定の締結に踏み込み、国策としての原発輸
出を急いでいる。知らぬ間に原発輸出が国策に
位置付けられている。今や原発の新設は難しい
国内。現政権は「原発に頼らない社会を」と言
いながら、他方では当該技術や人材を保持する
ためにこのような矛盾した行為を展開している。
ドイツでは原発は時代遅れの技術と言う人もい
る。遅れた技術に頼る国策などに将来性が有る
筈が無い。
話が若干戻るが、原発事故を経験したことで
我々は原発の安全性に対して一体、何を学んだ
のか。福島原発事故の収束宣言をしてみたもの
の、その実体はご覧の通りで次々と新たな問題
や課題が噴出している。事故原因すら全く解明
されていない。そんな状況でどうして「日本の
原発は安全だ」と言えるのか。その裏付が全く
無いではないか。トルコも地震国である。もし
将来、同じような事故が起きたらどう責任をと
るのか。とれる筈はあるまい。もし取れると言
うならその証拠を福島原発で直ぐに示して欲し
いし、その責任も義務もある。何せ地震多発国、
日本にこれ程までに沢山の原発を並べたのは他
ならぬ自民党政権である。それが涼しい顔をし
て同じような愚行を国外で犯そうとしている。
この蛮行は原発事故を世界に拡散させる。加え
て原発ラッシュは世界経済の肥大化と環境の更
なる悪化を招く。そして自壊作用へと繋がって
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いくことになろう。
事故を経験した日本の為すべきことは原発の
拡散ではなく抑制であり、廃炉や使用済核燃料
の後処理技術の開発である。原発に係わる技術
や人材はそこで活かせば良い。
原発に代わって期待されるエネルギー源は今
や自然エネルギーである。もし仮に太陽光発電
設備を 2GW ずつ、平成 34 年まで導入し続けた
とすると、その量は 22GW でそれによる国内経
済効果は 5 兆 2 千億円との試算もある。原発に
頼らないと生きていけないという人々や市町村
もあるが、この新しい産業に軸足を移すのも一
策である。
何れにしても今の政権の世界貢献の方向性は
間違っている。そんな間違ったルートに載って
走っているアベノミクス。それでもアベノミク
スなのか？
（明治大学名誉教授

当会顧問

玉川学園在住）

佐藤幸子さんと本
や ぎ

ともみ

佐藤幸子さんの事を書きたいと思います。
去年の 4 月（2012 年）に、この会でも、福島
から佐藤幸子さんをお呼びして、お話を玉川学
園文化センターでお聞きしました。
もう既にご存知の方が多いと思いますが、佐
藤幸子さんは、「子どもたちを放射能から守る
福島ネットワーク」の代表です。2011 年 5 月 2
日に文科省が決めた「子どもの年間許容放射線
量 20 ミリシーベルト」の集会で発言した佐藤さ
んの迫力ある訴えをお聴きになった方も多いで
しょう。あの政府の理不尽な答弁に、真っ向か
ら対峙した佐藤さん。私は YouTube で見て、と
ても心が動かされました。20 ミリシーベルトで
「子どもが遊んでも構わない」「除染も必要な
い」と言う官僚に、福島の土を見せて「その土
をなめてください。」と訴える姿は、本当に何
が大事なのか、その真剣さに“この人の話を聞
きたい”と、強く思いました。
実際に、玉川学園文化センターでの昨年 4 月
の講演会（2012 年 4 月 15 日）でも、とても力強
いお話でしたが、その後の佐藤さんを囲んでお
話を伺ったとき、その聴く姿勢に驚きました。
10 人以上の人たちの話に一つ一つ穏やかに耳

を傾けるお姿…。なんて聴き上手の方なのだろ
う。それは、今までの闘士といったイメージだ
けではない、懐の深い方だなと思いました。
その佐藤さんが、今年 2 月に「福島の空の下
で」〔注〕という題の本を出版されました。
そこでは、佐藤さんが、30 年間培ってきた
自然の中での命の大切さを肌で感じる暮らしや、
“やまなみ農場”を原発の為に捨てなればなら
なかった辛さ、そして原発をなくす為の覚悟と
その活動が語られています。
「福島から発信された原発事故の恐ろしさが、
世界中の人々に伝わり、すべての原発を止める
ことができるまで、活動を続ける覚悟であると
2011 年の春の彼岸に母の墓前で誓っています。
『すべての原発を止めるまで二度とお墓参りに
は来ません』と。」
この文章を読んだとき、その強い覚悟に、私
は、目が覚めました。
「毎朝、目が覚めるたびに、『夢であってほ
しい。でも、現実なのだ』と、自分に言い聞か
せます。そして重たい体を引きずるようにして
起き上がり、一日が始まるのです。」
この本を購入した日に、私は、たまたま、佐
藤さんとお話する機会があり、何気なく、“い
までも 畑仕事をされているのですか”とお聞
きしました。そして、翌日、このご
本を読んで、自分の浅はかさに恥じ
入りました。本当に、私は、なんて
愚かな質問をしたのでしょうと…。
先日、会の主催で映画を上映しました。「福
島 六ヶ所 未来への伝言（島田恵監督）」とい
う映画です。その中で、東京もんは、俺等田舎
もんを馬鹿にしているのじゃないかと漁師の方
が言われています。
私は、2 年近く原発を考える会で、活動して
いますが、東京もんとして何が出来るのだろう
と、最近よく考えるようになりました。スカイ
ためら

ツリーのイルミネーションが何の躊躇いもなく
新聞記事に載っているのを見ると、一昨年のあ
の声や思いはなんだったんだろうかと思います。
そして、それは、私自身にもあるのです。放射
能は、においも色もなく、ただちに影響を及ぼ
しません。それをいいことに、命や自然よりも、
「お金が、経済が、便利さが大切だ」という選
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択をしています。しかし、実際には“放射能の
ように目に見えない害毒”が、東京に今、沢山
流れているように思います。
でも、福島の人たちは、もう、決して元には
戻れないのです。なかった事には、出来ないの
です。そして、それは実は他人事ではなく、東
京もんにとっても元には戻れないのが現実であ
り、これを私達自身の事として、何回でも立ち
戻って考えて行きたいと思います。
私達の会では、佐藤さんが代表を勤める「子
どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」
が発行する“たんがら”を販売しています。
“たんがら”とは、福島の方言で野菜などを入
れて背負うおおきな竹の籠を意味します。福島
県民は、原発事故で重い荷物を背負わされた、
その荷物を“たんがら”に入れて歩んでいく、
という意味がこめられているそうです。
私達も、“たんがら”を少しでも一緒に背負
える東京もんでありたいと思っています。
〔注〕「福島の空の下で」

佐藤 幸子 著

（当会代表

創森社

ます。しかし、400 人位のスタッフで塗布厚さ
をいちいち測定、検査すること自体、実際には
不可能であることは明白です。
それではどうするのでしょうか。規制委員会
の田中委員長は、電力会社は自ら原発に対する
安全文化を構築すべきと、記者会見で述べてい
ました。しかし、これでは、電力会社に主導を
許すことになり、かつての安全神話と同じよう
な状況が再構築されてしまいます。
現に、安倍首相は、「安全基準が世界最高レ
ベル」であるという意を、日本の原発は「世界
一安全な原発」であるとすり替えて、世界中に
原発を輸出しようとしています。首相自らが新
たな原発安全神話を作り出しているのです。
私は、今回の参院選挙で、政治家の、このよ
うな、すり替えや詭弁の嘘を見抜いて、真に脱
原発を実行できる人に一票を投じたいと思って
います。
（当会会員 玉川学園在住）

お知らせ

藤野電力さんを呼んで

玉川学園在住）

新安全基準は
新たな原発安全神話を生む
～脱原発しかない！～
山

本

愷

先日（2013 年 6 月 20 日）、原子力規制委員会
は、原発の新安全基準を世界最高レベルだとし
て発表しました。
この日、NHK 総合テレビのクローズアップ現
代は、「“世界最高”の安全は実現できるの
か」というタイトルで、安全基準は“世界最高
レベル”になったけれども、“世界最高”の安
全を実現するのは難しいと、原発の中に使われ
る電気ケーブルを例に挙げて報じました。
原発 1 基当たりに使われる電気ケーブルは、
総延長 2,000km に及ぶとのことです。私はこの
数字に驚きました。この長さは、直線距離にし
てほぼ、福岡から札幌までの距離に相当します。
また、新基準の規定では燃え難いケーブルを
使用することとなっていますが、これに対し電
力会社は、通常の電気ケーブルに延焼防止剤を
膜厚 1.5mm 以上で塗布すれば良いと主張してい

まちエネＣａｆ éⅡ

今、全国各地に小さな市民電力会社を作ろう
という動きがあります。今回は、自分たちでど
んなことができるのかを知るため、相模原市で
エコな活動をしている藤野電力の方をお呼びし
て、聞いてみたいと思います。
関心のある方は是非ご参加ください。

日時：2013 年 7 月 13 日（土）PM 2:00～4:00
場所：玉川学園文化センター・第一会議室(1F)
（小田急線玉川学園前駅 北口徒歩 1 分 042-732-9372）

講師：藤野電力 鈴木俊太郎さん
（第二種電気工事士／設計・施工・開発部門プロジェク
トリーダー）

入場料：無料 定員約 20 名
主催：原発を考える会・玉川学園
〒194-0041 東京都町田市玉川学園 2-1-32-101

発行：原発を考える会・玉川学園
http://genpatuwokangaerukai.jimdo.com/
顧問：藤 井

石 根

顧問：井 野

博 満
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