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四方山ばなしシリーズ No.3
藤 井 石 根

～マーフィーの法則、
それから見えてくることは？～
アメリカ・オハイオ州の空軍研究所に勤務し
ていた技術者の E. A. マーフィー Jr. さん、トラ
ブルを起こした操縦席の装置を調べていて、If it
can happen, it will happen.〔起こる可能性があれ
ば（いつか必ず）起こる〕と呟いたそうです。
また Anything that can go wrong will go wrong.
〔うまく行きそうもないものは（そのうち）う
まく行かなくなる〕とも言っています。かかる
警句はコンピュータのプログラムを書くときに、
よく引きあいにだされる言葉だそうでマー
フィーの法則とも言われています。多分、多く
の人は面倒臭いとか、経費や時間を節約するあ
まり必要な対応を怠ってそれがあだとなって難
儀した経験をお持ちでしょう。
そもそも人間がつくり出すもので完全無欠な
ものなど存在し得ないのです。時間が経てば劣
化もします。機器は必ず故障し、事故も起き易
くなります。しかもマーフィーの法則は真実を
写しています。となれば私たちは事故や故障の
発生を前提に事に当たらざるを得なくなります。

当然ここで大きな問題になってくる事と言えば
遭遇する災難の規模とその有効な対処・対策法
の有無です。
原子力発電の場合の事故被害の程はどうで
しょうか？ 筆者の感じを言わせて貰うならば、
事故の被害は空間的にも時間的にも過大で、到
底、人間の力で対処できる代物ではありません。
しかも現実には事故を起こす可能性のある幾つ
はら

もの問題を孕んでいます。完璧なものの構築が
不可能である以上、どんなに安全規準を厳しく
してみたところで何時の日か必ず事故は起こり
ます。加えて儲け絡みの経済感覚
はその発生の可能性を大きくさせ
ます。折角、停止させた原発を再
稼動させようとする政府をはじめ
とする勢力はなおも健在です。これって安全神
話をなお妄信している存在でしょうか、それと
も我欲が深く他人の痛みも解しない無責任な存
在でしょうか。「人類の英知」という言葉があ
りますが、あれ程までの原発の大事故を体験し
ても英知は活かされないものでしょうか。
しかし危険を感じて英知が活かされた例はあ
ります。超音速旅客機「コンコルド」やオゾン
層を破壊する「フロンガス」からの撤退がそれ
です。コンコルドは英仏で共同開発した航空機
ですが、超音速で飛行するため衝撃波で騒音が
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大きく、燃費も良くない。結局、運賃も高く
なって商業的には成功せず、これに環境問題に
関わる空港周辺住民の反対もあって頓挫しまし
た。極めつけは 2007 年 7 月のドゴール空港離陸
時のタイヤ破裂による墜落で、114 名もの死亡
事故がコンコルドの命運を尽きさせました。
他方、フロンガスは冷蔵庫やクーラーの冷媒
とか断熱材に利用されて身近な存在でしたが、
南極上空のオゾン層の減少が観測されたことが
切っ掛けで 1987 年のモントリオール議定書によ
り使用が規制されることになりました。
次なる撤退は原子力の番ではないでしょうか。
早くそうなる日が訪れることを切に願わざるを
得ません。マーフィーの法則が再度立証されな
いうちに、早く、早く!!
〔補遺〕ハインリッヒの法則
1 件の災害が起ったとき、その背後には 29
件の軽い災害が存在、又、被害はないがヒヤ
リとする程度の事件が 300 件もあるとする法
ちな

則。これは提唱者の名に因んで「ハインリッ
ヒの法則」と言われています。
この法則は労働災害 5,000 件余を統計的に
調べた結果によるもので、これが示唆すると
ころは繰返して生じている小さな事故でも無
視せずに慎重に手当てすれば、甚大な事故は
防げるという事です。換言すれば予防的手法
の重要性を指摘しています。
もしこの法則に則って対処していれば福島
ひど

の原発事故もあれ程までに酷い状態に陥らな
かったかも知れません。小さな事故の隠蔽や
非発表そしてマスコミでの未報道はこの法則
の無視に繋がっています。結果的には小さな
事故の段階で廃炉処置も含め適切に対処され
てこなかったが故に大惨事を招いてしまった
と判断することができます。
（明治大学名誉教授

当会顧問

玉川学園在住）

福島第一原発の「後始末」は
どうなるのか（その１）
～汚染水流出問題～
井 野

博 満

参議院選挙が終わった途端、急に表に出た汚

染水流出問題は、きわめて深刻な問題で、今後
長く続くことになる、さらに深刻な「後始末問
題」のはしりに過ぎない。
汚染水の建屋地下への流入と海洋への流出は、
3・11 の事故直後から始まっていた。実際、3 月
14 日には 3 号機タービン建屋の地下で作業員が
高濃度汚染水で被曝し、2 号機の排出口からは
高濃度のヨウ素 131 が海へ流出し、茨城県沖で
はこうなごの汚染が観測され、以後の福島県周
辺では禁漁につながった。
汚染水の発生原因は、原子炉圧力容器内の燃
料棒がメルトダウンしデブリ（核燃料や被覆管、
制御棒、構造材などの混合物）が格納容器内に
落下した為である。デブリが発する崩壊熱を取
り除くために水をかけ、その水が格納容器の割
れ目から建屋に流れ込んでいるのである。加え
て、大量（一日に 400 トン）の地下水が敷地内
に流れ込み、汚染水と混ざり、汚染水量を増幅
させている。
東京電力は、事態の深刻さを事故直後から把
握していた。地下水の敷地内への流入を防ぐた
め、敷地を地下の水脈まで達する遮へい壁でぐ
るりと囲む対策が検討されたが、その費用は 1
千億円にもなるとの見積りから、見送られたと
いう。福島原発告訴団は 2011 年 6 月に東電から
政府側に宛てた内部文書を公表し、汚染水対策
の不作為が公害犯罪処罰法違反に当たるとして
告訴した（『東京新聞』、2013 年 9 月 3 日夕
刊）。
建屋地下からの流出に加えて、高濃度汚染水
が保管していたタンクからも漏れ出し、気づか
ぬ間に 300 トンもの汚染水が流出し周辺の地表
や地下を汚染したという。信じがたいことであ
る。事故を起こしたこれらのタンクは、底面の
鋼板を溶接したものではなくパッキンを挟んで
ボルト締めする簡易仕様だという。同様に簡易
工法の地下の貯水槽も水漏れで使えなくなり、
汚染水をこれらのタンクに移して溜めていた。
タンクには水位計もなく、作業員が（被曝しな
がらタンクの上に乗り）、水位を計っていたと
いう。かかる事態の現出は汚染水の流出にも作
業員の被ばくにも神経を払わないようなずさん
な計画・施工・管理の結果と言わざるを得ない。
それではどうしたらよいのか？
この 4 月に発足した『原子力市民委員会』
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（私もその委員のひとり）は、8 月末に緊急提言
をおこない、関係者はこの問題に真剣に取り組む
よう求めた。実際、東京電力は、この問題の重大
性を知りながら、2 年半もその場しのぎの対策し
かしてこなかった。それ故、提言内容としては事
故処理に専念する独立したプロジェクト重視の事
業体をつくり、抜本的な対策を行うべきこと、技
術的対策としては 5 年でダメになるような仮設の
タンクでなく石油備蓄で使っているような 10 万
トン規模の恒久的な大型タンクを設
置すること、敷地周辺に遮へい壁を
つくるとしても地下水の流れを正確
に把握して、広い範囲の研究者の意
見を公開で求め、ベストの方法を探ることなどと
なっている。現在有力だとされている凍土遮へい
壁をつくる方法は、実効性に対して疑問も出され
ていて、技術的に確立されたものではないようだ。
莫大な金をかけて（ゼネコンに金を落として）、
失敗したでは済まされない。

思う。2 年半経った現在、燃料棒の発熱量は電
気出力の 0.06%程度にまで減少しており、50 万
kW の炉では 300kW 程度である。燃料棒の形が
保たれていれば、空冷でも温度は 170℃程度に
とどまると試算されている。しかし、燃料棒は
崩れ落ちて、冷却されにくい塊になっている可
能性があり、場合によっては温度が上がって溶
けだしては大変なので物事は慎重を期さねばな
らない。放射線レベルが高くて、格納容器内を
調べることが現状では難しいが、ファイバース
コープなどで調べる努力がもっとなされてよい
と思う。しかし、被曝労働を強いることになっ
てはならないとのジレンマもある。冷却水の量
を徐々に減らして温度の変化を調べ、冷却のさ
れ具合を探ってゆくことはできないだろうか。
汚染水流出問題は、目立たぬように隠ぺいさ
れてきたとはいえ、今のような深刻な状態を招
いた責任にはこれまで追及してこなかった私た
ち学者や市民の油断、報道関係者の怠慢もあっ
た。再稼働問題や広域汚染・避難の問題、4 号
事故収束作業に当たっては、①海洋への汚染
機燃料プールの危険性など、あまりに多くの課
を最小限にすること、②作業員の被ばくを最小に
題があるとはいえ、反省しなければならない。
すること、③予算やその実行内容は全面的に公開
これから長く続く廃炉までの「後始末」の困
すること、という原則は守られなければならない。 難さや対策についても書くつもりだったが、予
原則順守は、汚染水問題だけでなく、今後、長期
定字数も尽きたので次の機会に譲ることにする。
にわたるであろう「廃炉処理」についても同じで
（東京大学名誉教授 当会顧問 玉川学園在住）
ある。
議員会館で 9 月 2 日に開かれた「国会エネル
人類と核は共存できない
ギー調査会（準備会）」で、私たちは、この緊急
浦 谷 捷 子
提言の主旨を説明した。この会では、東京電力や
28 年前の夏、私はボランティアとして、
資源エネルギー庁・規制庁の担当者が現状報告を
「被爆者ピースツアー」に同行した。
おこなったが、河野太郎議員は汚染水対策への国
原爆投下 40 年目にあたるその年、原水協は
費投入に関し、「東京電力経営者、株主そして銀
アジア、ヨーロッパとアメリカに「ピースツ
行の責任を問わずに、税金を投入することはあり
アー」として多くの被爆者を送り出し、各地で
えないはず」と追及、エネ庁や東電の担当者は答
小さな草の根集会を開き、原爆を生身の体で経
えに窮した。事態が悪化して、国が税金を投入せ
験した被爆者の声を通して、原爆の非人道性を
ざるを得なくなることを東電は待っていたのでは
世界に訴えた。当時、世界には 5 万発にも達す
ないかと疑われているが、これは許されることで
る核爆弾が蓄積され、その一部の使用でも人類
はない。税金を投入するならば、東電は法的な破
は「核の冬」を迎えると言われていた。
たん処理を受けるのが当然であろう。
まだうら若かった私は、「人類の存続」その
メルトダウンした燃料棒（デブリ）を水で冷
ものを脅かす核兵器の存在が気にかかっていた。
やし続ける限り、仮に地下水の流入を止めても、
自国防衛の名の下に、核競争に明け暮れ、地球
汚染水はエンドレスに増え続ける。タンクの数も
そのもの、人類そのものを消滅してしまう危険
増え続ける。いつ事態は収束するのか？
な道に舵を取る世界の動きに、人間の愚かさを
私は、空冷の可能性を探るべきではないかと
感じていた。
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この「ピースツアー」では、アメリカグルー
プは 7 班に分かれて、31 州 93 都市を訪問した。
私はその一つの「南西部班」に加わり、3 週間
アリゾナ、ニューメキシコ、テキサス州等を回
り、大小さまざまな集会に参加した。
被爆者は自分の体験を語り、「核兵器は通常
兵器と全く異質なものです。強力な破壊力だけ
でなく、後々の人体にまで影響を及ぼします。
人類と核は共存できないのです！」と強く訴え
た。
会場で「原爆の歌」を皆で歌った。「あ～許
すまじ原爆を！ みたび許すまじ原爆を！ 吾
らの町に！」と。そして最後は、「ノーモア・
ヒロシマ！ ノーモア･ナガサキ！」の三唱で終
わった。「ノーモア･フクシマ！」が加わるなど
とは夢想だにしないで・・・・。
それから 26 年後、2011 年 3 月 11 日、「みた
び許すまじ・・」と歌ったその三度目がおきて
しまった。そして「ノーモア・ヒロシマ！
ノーモア･ナガサキ！」に加え「ノーモア･フク
シマ！」が世界で語られることになった。
核兵器の脅威は感じていたが、私は原発につ
いてはまるで無関心であった。「トイレのない
マンション」と言われ、最後の始末
まで考えないで使用されている原発
の愚かさは漠然とは感じていたが、
日本に既に 54 基もあることも知ら
なかった。日本で原発事故が起こるなどとは全
く思ってもいなかった。チェルノブイリ事故も
スリーマイル事故もあったのに・・。
「核と人類は共存できません！」と被爆者の
声を何度も聞いていたのに・・。「核の“平
和”利用」といわれる原発の“平和”の言葉に
すっかり感受性が麻痺していた。
そしてまた 2 年半が過ぎた現在、福島原発問
題はいまだに「終結」などできていない。15 万
人もの人々が郷里に帰れない。毎日、多くの作
業員が炎暑の中、防御服で対策にかり出されて
いる。でも、大量の汚染水問題で新聞紙面は連
日にぎわっている。海外からの海水汚染への批
判も増大している。
私は想像する。もしこれが、火力、水力等の
「通常」の発電所だったなら、どんなに大きな
事故であっても、もうとっくに「終結」してい

ただろう。人間にはその力はある。でも、「原
子力」は「通常」とは違う。２年半経ってもメ
ルトダウンした原子炉には近寄りさえできない
のである。人間の最高の英知を集めても、未だ
に解決する力はないのだ。
私は想像する。今までにかかった事故対策費
と今後もかかるだろう莫大な費用が、人類と共
存できるエネルギー対策に向けられていたなら、
明るい未来がどれほど描けていただろうかと。
そして今、被爆者が言っていた「人類と核は
共存できないのです」という言葉を心で噛みし
めている。
（当会会員

玉川学園在住）

まちエネ CafeⅡ
～藤野電力・鈴木俊太郎さんを呼んで～
藤野電力・鈴木俊太郎さんを呼んで～
（7 月 13 日 玉川文化センターにて）
玉川文化センターにて）
川 野

孝 平

「藤野電力」とは、旧神奈川県藤野町で行わ
れている、電気の地産地消を目指す実践活動組
織で、講師は技術のリーダである鈴木さん。活
動のきっかけは東日本大震災。2011 年 5 月から
「トランジションタウン活動」の中で話し合わ
れ、その年の芸術イベントで使うすべての電気
を自家発電で賄うということでスタートした。
現在ではミニ太陽光発電システムの普及が
メーンの活動となっている。太陽光パネル、
バッテリーなどの機器を配線でつなぐシンプル
な発電システムをつくり上げ、それを自宅に
持って帰って使う。得られた電力は売電はせず、
自家消費電力を可能な範囲で自然エネルギーで
賄うよう心掛ける。
自在で肩ひじ張らない藤野流のライフスタイ
ルは、今後の私たちの生き方に沢山のヒントを
与えてくれそうだ。
（当会会員

鶴川在住）
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