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令和 4 年「新年のご挨拶」
関西原子力懇談会 会長
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、コロナ禍に始まり、第 6 次エネルギー
基本計画の議論が進む中、自民党の総裁選が行わ
れ、核燃料サイクルについての政策論議が注目さ
れるなど目まぐるしい 1 年でした。10 月 22 日に
はエネルギー基本計画が閣議決定され、立て続け
に 11 月 8 日には新しい資本主義実現会議にて岸
田総理肝煎りの提言がなされ、「グリーン成長戦
略、エネルギー基本計画を踏まえつつ、再生可能
エネルギーのみならず、原子力や水素などあらゆ
る選択肢を追求することで、将来にわたって安定
的で安価なエネルギー供給を確保し、さらなる経
済成長につなげていくことが重要」「このため、
クリーンエネルギー戦略を策定する」と言及され
ました。クリーンエネルギー戦略では、成長を支
える安定的で安価なエネルギー政策がどのように
具体化され、原子力の将来活用についてはどのよ
うに言及されるのか、注視しております。
岸田総理は、11 月に開催された COP26 では「日
本は、アジアを中心に、再エネを最大限導入しな
がら、クリーンエネルギーへの移行を推進し、脱
炭素社会を創り上げます」と演説され、「アジア
における再エネ導入は、太陽光が主体となること
が多く、周波数の安定管理のため、既存の火力発
電をゼロエミッション化し、活用することも必要
です」と世界に向けて発信されました。議長国で
あるイギリスは、石炭火力発電のフェードアウ
ト（段階的に廃止）を合意文書にまとめることに
注力しておられましたが、それはそれとして、何
より COP26 で原子力発電についてあまり議論さ
れなかったことは残念でなりません。技術の蓄積
や運転実績の豊富な原子力発電は、発電時に CO2

三島 嘉一郎
を出さない確かな手段
であり、未知の技術革
新を待つよりも着実に
排出量削減に貢献でき
るわけです。中国のよ
うに着々と原子力発電所の新設計画を進めている
国もあれば、フランスのように新設再開を宣言し
た国もあります。
日本の第 6 次エネルギー基本計画では、
「サプ
ライチェーン全体を俯瞰し、多層的に構成された
エネルギーの供給体制が、平時のみならず、危機
時にあっても適切に機能するレジリエンスを高め
ていく」よう重要な視点として S+3E の考え方が
再認識され、2030 年の原子力発電の電源構成比は
20－22％という目標が示されました。脱炭素社会
を目指しつつ、エネルギーセキュリティを高め、
産業の国際競争力や国民の生活を支える安定的で
安価な電力の供給を持続するには、日本の国情に
応じたエネルギーミックスが必要であり、そのた
めには、原子力発電は不可欠であると考えます。
関西では、昨年 6 月に 40 年を超えた原子力発
電所として美浜発電所 3 号機が日本で初めて再稼
働しました。全国的にも、審査中の既設炉が再稼
働を果たし、40 年超の運転プラントが増えるよ
うにするには、これまで以上に国民の理解が肝要
となってまいります。
関西原子力懇談会は、本年も、原子力や放射線
利用に対してより一層のご理解が得られるよう活
動を重ねてまいりますので、みなさまには、これ
までと変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
（みしま かいちろう 京都大学名誉教授）
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「野々村友紀子さんと考えるくらしとエネルギー」を開催

EVENT
REPORT

山本隆三さん

野々村友紀子さん

専門は環境経済学。エネ
ルギー・環 境問題につい
ての情報発信を精力的に
行う。メディアへの出演、
執筆活動多数。

芸人として活動後、
放送作家
へ転身。
現在は吉本総合芸
能学院
（NSC）
東京校の講師、
著書・脚本等の作家業に加
えメディアにも出演。

常葉大学名誉教授

放送作家

聞き手は、フリーアナウンサーの
むかいさとこさん

2021 年 12 月 15 日、ザ・リッツ・カールトン大阪で、トークイベント「野々村友紀子
さんと考える くらしとエネルギー」が開催されました。
第１部は野々村友紀子さんから、約 200 項目を超える家事への理解や、短い言葉の中に
思いやりのあるコミュニケーションのスキルなど、楽しくお話しいただきました。第 2 部は
山本隆三さんも加わり、エネルギー価格の高騰や再生可能エネルギーの導入を進めた場合の
電気代への影響、日本ではエネルギーをバランスよく使うことが大切、といった話を、むか
いさとこさんの進行によって、会場の約１００名、オンライン配信の約 90 名の参加者のみ
（主催：日本のエネルギーを考える会）
なさまと一緒に考えました。

第１部 スペシャルトーク
野々村流
家 庭 円 満 の 秘訣を教えます！
むかい

それからは、家事の総量がわかったことで、言われてか
ら動くのではなく、先回りして動けるようになったよう
です。また、私は、排水溝の掃除がいやなんですが、夫
は平気だそうで、発見でしたね。得意なことをやっても

野々村さんは、新型コロ

らうことにしました。

むかい

ナの影響は、受けましたか。

野々村

野々村さんとのコ

めちゃくちゃ受けまし

ミュニケーションには、鋭

た。テレビの仕事は家からのリ

い言葉はあっても、そこに

モート出演が多かったですし、

優しさを感じますね。

野々村

旦那は劇場の芸人ですから、家

これは、スキルです。

計もすごく影響を受けました。

誰でも、練習すればできま

おうち時間が増えて、家族も家

す。まず、夫の家事はとに

にいるので、キッチンにいる時

かく褒めること。自分の将

間が長くて、知ってる献立は全て出し切りましたね。

むかい

来のためです。ほかには、例えば遅刻してきたら「お

すると家事も増えますよね。会場のみなさま、野々

そ！」って短く２文字で「プレ怒り」をします。怒る前

村さんの著書『夫が知らない家事リスト』を読まれた方

に軽めのジャブを打つ感じです。「すいません」って言い

はいらっしゃいますか。

やすいでしょ。また、ほんとに怒りたいことは真ん中に

野々村

基礎的な家事が 211 項目、イレギュラーな家事を

入れて、その後「次やったらしばくで～」みたいに軽く

入れると 300 項目を軽く超えますね。夫との喧嘩の理由

終らせて、サンドイッチにします。ネチネチ言うと謝り

はたいてい家事のことでした。夫は、手伝ってると言い

どころがわからなくなるし、雰囲気も悪くなるじゃない

ますが、なんか、私の方がやってることが絶対多い、と、

ですか。

怒りに任せて書き始めたら、１時間で 140 ほど出てきま
した。「私がやってること書いたから、修士君（夫）がやっ
てることにマルつけてみて。」と夫に突き付けたんです。

むかい

ぜひご参考になさっていただきたいと思います。

野々村さん、最後に一言お願いします。

野々村

家庭円満の秘訣は夫婦円満から。一人暮らしの方

そしたらマルの数は 8 個！たこ焼きの数と一緒やん！

は家事をそんなに頑張りすぎずに、楽しく過ごす感じで、

夫は「ここまでとは思わへんかった、ごめんな。」って。

家事をしてほしいなぁと思います。
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第２部
野々村友紀子さんと山本先生のトーク
環境と家計にやさしいエネルギーとは？
～幸せな未来のために考えるエネルギー問題～
山本

野々村さん、私、ひとつ手

伝いをしているんです。これで
す！

野々村

先生！こんなもん作っ

て。

山本

愛犬の散歩以外の家事は

できる自信がないですね。

むかい 散歩は家事というよりご自身の健康管理も兼ねてま
すよね。コロナで、みなさん、おうち時間が増えてます
から、電気代も増えてませんか。ガソリン代も最近は高

再生可能エネルギーだけではなく、原子力を使うしかな
い、と考えて、彼の会社で小型の新型原子力設備を作っ
ています。去年 8 月 15 日に、カリフォルニア州で停電
がありました。再生可能エネルギーの利用を積極的に進
めてきたのですが、夕方になって太陽光の発電量が落ち
る頃に、熱波のために、エアコン用の電気の需要が下が
らず、電気が足りなくなって停電したんです。

むかい

電源ごとにメリット・デメリットがあるというこ

となんですね。

山本

コストが安くて、CO2 を出さなくて、安定した電気

の供給ができれ
ばいいんですけ
どね。

野々村

電気を作

るときに CO2 が

出るって考えた

いですよね。

山本

うひとつは地球温暖化。温暖化の問題に対応するには、

世界中のエネルギーコストが、コロナ禍からの回復

で、上がってきました。アメリカ政府は、この状況はま
だ続くと予想しています。

ことなかったで
す。

山本

CO2 排出量

東日本大震災の前までは、関西は福井県の原子力発電所

が大きい石炭発電の比率は、インドでは７割、中国では

から電気が半分来ていたのに、それが止まりましたから、

６割以上あるんです。インドは栄養失調状態の人が 2 億

天然ガス、石炭をたくさん仕入れて発電することになり、

人います。そういう国に石炭発電をやめて、高い電気に

一時、関西を含め日本の標準家庭の電気代は 25％ほど上

変えようと言っても、できないですよね。今年、ヨーロッ

がりました。日本の場合、燃料代のほかにもうひとつ、再

パは、20 年ぶりに風が吹きませんでした。ロシアから天

生可能エネルギーの賦課金があります。家庭の電気代に占

然ガスを買い増して発電量を増やすのですが、天然ガス

める賦課金は 10％～ 15％くらいになっています。今後、

の価格が去年の 10 倍にもなってしまったので、国・地

温暖化対策に再生可能エネルギーをどんどん進めると、賦

域によっては、電気代が一気に 4 倍に上がりました。

課金が増えて、電気代は 2 倍になるとも言われています。

結果、ＥＵ 27 カ国のうち 12 カ国は安定供給ができる
原子力発電推進の立場をはっきりさせました。

むかい

野々村

野々村さんの原子力のイメージは、どうですか。
ちょっとやっぱり怖いなと思います。ただ、話を

聞いていると、再エネだけでは無理があるんですね。

山本

3.11 の後、日本の原子力発電の安全対策は、念には

念を入れ、非常に高まりました。

むかい 3.11 の後、東京の電気は福島から相当届いていた
野々村
山本

と気づいたわけですが、ここ大阪の電気はどこから来て
2 倍！？

2 倍はやばいです。

実は、産業の払っている電気代も、凄いんですよ。

いるか、考えたことはありますか。

野々村

大阪の水は琵琶湖からって小学校の社会科で習い

大阪のとあるデパートの電気代なんて、従業員１人あたり

ますけど、電気はどこから来ている

に換算すると年間 100 万円くらいになります。

かって、普段はあまり考えないですよ

むかい
山本

経済もですが、環境対策も大事ですよね。
先日、イギリスで開かれた COP26 に参加するのに、

大勢の方が飛行機を利用しました。飛行機は、利用者１
人あたりの CO2 をすごく出すんです。だから、これから

は飛行機の燃料を、植物から作った燃料か水素にしたい。
でもその燃料代は、今の航空燃料の 4 倍くらい高くつく
とも言われています。ほんとに、脱炭素社会の実現は難
しいですね。

むかい
山本

何か良いカギはありませんか。
ないですねぇ。私、去年 1 月に、ビル・ゲイツ氏の

会社と研究所に行ったんです。ビル・ゲイツ氏は、世界
に見過ごすことのできない大きなリスク（黒い象）が 2
つある、とずっと言ってきました。ひとつは感染症、も

ね。

むかい

大阪に住む私たちは、大阪の電

気を作ってくれている福井に感謝の気
持ちを持っていたいですね。

山本

エネルギー自給率が 12％しかな

い日本は、いろんなエネルギーを、メリットとデメリッ
トを考えて、バランス良く使っていくことが大事なので
す。

野々村

原子力も最新のものができていると知ったので、怖

いというばかりじゃなくて、自分も知識を更新していかな
いといけないと思いました。バランスが大事なんですね。
節電が必要なときにはちゃんと節電もできたんだから、今
一度、自分の生活に直結する電気のことを考えたいですね。

No.114 January 2022

3

福井県原子力平和利用協議会 50 周年記念事業
2021 年エネルギーフォーラム in 敦賀 「コロナ禍の世界情勢と日本のエネルギー問題を考える」

福島第一原子力発電所事故の真実とコロナ禍の世界情勢
〜福島第一原子力発電所事故から10年を迎えて〜
作家・ジャーナリスト

門田 隆将 氏

1958年、高知県生まれ。中央大学法学部卒業後、新潮社入社。週刊新潮編
集部次長、副部長を経て2008年独立。
「毅然と生きた日本人像」をテーマに
幅広い分野で著作を発表し、
「死の淵を見た男−吉田昌郎と福島第一原発」
（ 角川 文 庫 ）などベストセラーも多 数 。
「 死 の 淵を見た男 」を原 作とした
「Fukushima50」はブルーリボン賞作品賞、
日本アカデミー賞6部門の最優
秀賞を受賞。

2021 年 11 月 13 日、福井県原子力平和利用協議会主催の 50 周年記念事業・2021
年エネルギフォーラム in 敦賀が、敦賀市民文化センターにて開催されました。
講演は、映画『Fukushima50』の原作者、門田隆将氏。「日本を守る」という話を、マニュ
アルなき事態に、あの時現場で何があったのか、感動的な実話とともに熱く語りかける講演に、
（共催 関西原子力懇談会・北陸原子力懇談会）
約 380 名の参加者が耳を傾けました。

何百年先の日本人に真実を残してくれ
るなら
「死の淵を見た男」は 2012 年に出版した本ですが、
吉田昌郎さんは非常にマスコミ嫌い。説得するのに 1
年 4 カ月かかりました。出版後はベストセラー。次々
とＴＶ局からドラマ化の話がきましたが実現せず、次
は KADOKAWA の会長から映画化の話がきました。私、
ひとつだけ条件をつけたんです。
「吉田昌郎役は渡辺謙」
だ。プロデューサーは、何度も何度も渡辺謙さんのも
とに「原作者があなたじゃなきゃだめだと言っている。
吉田昌郎そのものだから。
」と説得に通ってくれて、で
きあがったのが、映画「Fukushima50」です。
吉田さんと会ったとき「門田さん、あんたすごい
なぁ。10 人はいたよ、頼むから俺の顔をたてて門田
さんと会ってやってくれ、とあなたの本を置いていっ
たやつが。最初放っといたけど、本を読んで、会いた
くなったわ。」って。私は毅然と生きた日本人を描き
ます。「マスコミはとんでもないことばかり書いて、
あの内部で何が起こったか国民は全く知らない。二人

で何百年先の日本人に、日本人の歴史として真実を残
そうじゃないですか。」吉田さんも「何百年先の日本
人に真実を残してくれるなら隠すことなんて何もな
い。俺は知ってることは全部話す。」こうして二人の
作業は始まりました。

チェルノブイリの 10 倍
「もしあそこで止まらなかったらどうなってました
か。」真っ先に聞きたかったことです。「門田さん、そ
れはチェルノブイリの 10 倍や。」福島第一にある 6 基、
福島第二にある 4 基、この 10 基に連鎖するという理
由でした。現場の方たちが突入突入を繰り返して、1
号機のベントを成功させたからそうならずに済んだ、
と。後に、元原子力安全委員会班目春樹委員長に同じ
ことを聞きますと「それは門田さんにわかりやすく
言っただけだよ。福島県内だけでは終わらず、東日本
壊滅だよ。」

国民の命を守るという使命
国のコロナ対策の体たらく。中国には毅然と対峙する
ことができない。エネルギー政策についても、そう。み
なさん、日本が滅ぶのはエリートが滅ぼすんですよ。こ
のことを頭に叩き込んでおいてください。自分たちが何
のために仕事をし、どんな使命をもっていろんなことを
やらないといけないか、これを考えたことのないエリー
トたち。東電の首脳にも聞いたし、関電だって同じです。
「みなさんの使命は何ですか。
」電力の安定供給は業務で
あって、使命ではない。極めて公共性の高い電力会社の
使命は、国民の命を守ることですよ。話は逸れますが、
憲法改正だって未だにできていない。2013 年に習近平
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が国家主席になったときから、憲法改正しないと国民の
命は守れない状況に変わったんですよ。

世界初の手動によるベントに挑戦する戦い
人は一生に 1 回か 2 回、マニュアルなき事態に遭
遇します。マニュアル通りやるならばそれはたいした
ことじゃない。吉田さんは、発電所にある消防車がが
れきで動けなくなったとき、消防庁ではなく、自衛隊
に消防車を要請しました。「経験したことのないもの
すごい揺れだったよ。きっと道路も崩れているだろう。
それでも、ここまでなんとかしてたどり着いてくれる
組織は、日本には自衛隊しかないだろう。」と。消防
車を縦に 3 台つなぐと海水を放水できる、こう考え、
突入突入を繰り返して、先に原子炉までパイプライン
をつなぐ作業をやり遂げていたことも、すごいことで
した。現場の本当にすごい連中が、マニュアルなき事
態に数々の奇跡を起こした、これこそが日本を救った
現場力なんです。到着した自衛隊を見た人たちは、
「陸
上自衛隊郡山駐屯地渡辺陸曹以下 13 名、ただいま要
請により消防車 2 台持ってまいりました」と言った色
浅黒く歯の白い精悍な自衛隊員を見て、初めて「助か
るかもしれない」、別の人は「神様が来た」とそれぞ
れに思ったそうです。
とっくに死を覚悟していたはずの人たちでも、ベン
トに行くメンバーを決める場面では、
「俺は行ける、っ
てやつは手を挙げてくれ」って言われたときには、ピー
ンと空気が固まってしまったそうです。その空気を
破ったのは伊沢当直長。「まず俺が行く。一緒に行っ
てくれるやつは手を
挙げてくれ。」それを
聞いた伊沢さんより 2
期上の大友さん、映画
では火野正平さんの役
でしたが、それと最年
長の平野さんが「君は
最後まで残って指揮を
執れ。俺たちが行く。」
と 言 い ま し た。 そ の
あと一気に金縛りが
解け、俺が 行きます、
俺 が 行 き ま す、 っ て
なったそうです。
ＭＯ弁は大友、大井
川組、ＡＯ弁は紺野、遠藤組。必死でＭＯ弁にたどり
ついてベントを成功させたとき、大友さんは「もうこ
れで死ねる」と思ったそうです。でも、ＭＯ弁とＡＯ
弁の両方が開いて初めて日本は救われます。ＡＯ弁は
もっと原子炉に近く線量も高いところにあります。紺
野遠藤組が近づいていく途中で、被ばく線量が限度に
達します。引き返さずに開けて死ねばいいという紺野
さんと、決まり通り引き返さなくちゃいけないという
遠藤さんがもみ合いになります。それ自体すごいこと
なのですが、結局戻りました。測ると 95mSv。最初

の高線量被ばくの避難者はこのお二人でした。
紺野、遠藤組が失敗したとの報が入り、お前いく
か、となったのが吉田一弘さん。映画では吉岡秀隆さ
んの役です。吉田さんは、5 号機の副長ですが、彼は
入社後 10 年間 1 号機で一人前になったエンジニアで
す。免振重要棟の緊急対策室で、ずっと、俺に行かせ
てくれと訴えていました。そんな吉田さんの高校の 1
年後輩で、家族ぐるみの付き合いをしていた佐藤芳弘
さん。吉田さんが、お前いくかと言われ「ありがとう
ございます！」と答えたあと、ばっと振り向くと佐藤
さんと目が合います。「よしひろぉ！」
「はいっ！」
「い
くぞぉ！」「はいっ！」と。生きて帰れないかもしれ
ないのに、たったふたことだったそうです。吉田さん
は、宇宙遊泳の恰好に着替えるのに、結婚指輪を抜き
ます。もしＡＯ弁の手前で倒れたら、遺体が回収され
るのはいつになるかわからない。再び置いた指輪をは
め直すのですが、その時、しまった、と、やり残した
ことに気づき心が折れそうになったそうです。それは
「ありがとう、今まで幸せだった、って女房に伝えず
に死ぬこと。」
みなさん、こういう人たちが、突入突入を繰り返し
て、現場力によってこれを克服し、ついに今の状態に
なったんです。
みなさんは、死ぬかもしれないけどこれをやってく
ださい、という業務命令がきたら、やりますか。私は
ずっとそのことが気にかかっていたのでみなさんに聞
きました。するとみんな「吉田所長となら一緒に死ね
ると思った」という意味の答えをされました。吉田さ
んは、彼らとそういう関係を築いていたんですね。
3 月 15 日、いよいよダメかも、というときに吉田
昌郎さんは、最後まで残って一緒に死んでくれる人を
思い浮かべます。真っ先に浮かんだのは曳田史朗さん。
同い年で一番気の合う人です。2013 年 7 月に吉田昌
郎さんは亡くなりましたが、あとになって、曳田さん
にメールを送っていたことを知りました。「曳田へ
あの時、さらに状況が悪くなったら最後は全員撤退さ
せて、お前と二人だけで残ろうと決めていた。だって、
空っぽにするわけにはいかないだろ。奥さんに謝っと
いてくれ。ごめんな。」死ぬときに、伝えておきたかっ
たんだと思います。これを見て涙が止まらなくなった
曳田さん。奥さんは、結婚以来、そんなご主人を見た
ことがありません。「お父さん、どうしたの。」と携帯
を見せてもらった瞬間、奥さんも涙、涙。「お父さん
が吉田さんを一人にするわけないよね、きっとそうし
たよね。」と女房も泣いたって。
今日は多くの原発関係者も聞いておられると思いま
す。これが福島第一原発の戦いです。みなさんのお仕
事はそういうお仕事です。日本を守る仕事に就いてお
られます。私は深々と頭を垂れるわけです。稼働率
15％の太陽光発電をばんばん礼賛し、日本国土を脆
弱にし、災害列島にするような動きに抗して、ここの
エネルギーフォーラムのみなさんは、リアリストとし
て現実を見て、日本をまっすぐ前に進めていくよう、
心よりお願い申し上げます。
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福井県原子力平和利用協議会

美浜みらいフォーラム

美浜支部

「日本に原子力発電を取り戻せ！」
ジャーナリスト

櫻井よしこ 氏

ベトナム生まれ。ハワイ州立大学歴史学部卒業。
「クリスチャン・サイエンス・モニター紙」東京
支局員、アジア新聞財団「DEPTH NEWS」記者、
東京支局長、日本テレビ・ニュースキャスターを
経 て、フ リ ー・ジ ャ ー ナ リ ス ト と し て 活 躍。
2007 年に国家基本問題研究所（国基研）を設立し、
理事長に就任。2010 年、日本再生に向けた精力
的な言論活動が高く評価され、正論大賞を受賞。

2021 年 12 月 11 日、福井県原子力平和利用協議会美浜支部主催の美浜みらいフォーラ
（共催 関西原子力懇談会）
ムが、美浜町生涯学習センターなびあすにて開催されました。
講演は、ジャーナリストの櫻井よしこ氏。約 200 名の参加者に「現場でがんばって声を
あげることが本当に大事。一緒にがんばっていきましょう。」と語りかけられました。

日本の技術を守ることは大事
みなさま、こんにちは。先ほどから、ご挨拶を伺っ
ておりまして、みなさん、本当に頑張ってこられたん
だなぁ、と改めて感じております。
今 年、 美 浜 の 3 号
機 は、40 年 の 規 制 を
超えて、ようやく再開
されました。どうして
10 年 間 も 止 め ら れ な
け れ ば な ら な い の か。
運転しながら検査をす
る の が 世 界 標 準 で す。
原子力規制委員会から
は、何十万年前から地
殻が動いていないこと
を証明しろなどという、本当にそれが科学と言えるの
か、という要求さえ出てきます。そうした困難な状況
の中で、みなさま方は、歯を食いしばって頑張ってい
らっしゃる。にもかかわらず、日本国政府は、第 6 次
エネルギー基本計画に、原発の新増設もリプレースも
書き込みませんでした。
そのことは、多くの専門家が疑問をつきつけました。
国家基本問題研究所の原子力研究委員会も、国に提言
しました。新増設やリプレースをきちんとエネルギー
基本計画の中に入れないと、技術は廃れてしまいます。
一旦途切れた技術はどうなるのか。行き場がなくな
れば技術者は中国やほかの国に高いお給料で引き抜か
れ、技術をとられたら使い捨てられる。日本の技術者
をそんな目にあわせてよいはずはありません。私たち
が磨いた技術をもっと大事にしなければならない。け
れども、政治家は、嫌われる政策はなかなか取りたく
ない。某新聞がどんどん反原発の記事を書くと、世論
もそうなってしまいがちです。そのような厳しい世論
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に立ち向かって、一生懸命、原発の灯を守ろうとして
きた美浜のみなさま方に、私は心からの敬意を表した
いと思います。本当に立派だと思います。
そこで、なぜ今、私たちは、日本の原子力発電を大
事に守らなければならないのか、という大きな図柄か
ら、お話をしてみたいと思います。

中国の脅威
今、私たちの国にとって一番の脅威は、中国の存在
です。中国が軍事的にも経済的にも、ものすごく膨張
しています。
台湾、尖閣、沖縄、この海域において、中国の軍事
力と、台湾と日本とアメリカの軍事力を足したものを
比べますと、専門家はおよそ皆中国が有利だと言いま
す。それでも中国が攻撃してこないのは、全地球規模
においてアメリカが圧倒的に強いからです。ところが、
この状況が変わりつつあります。アメリカ国防総省が、
中国は 2030 年までに核弾頭を 350 発から 1000 発
に増やすだろうと予測しました。中国の軍事予算は凄
まじい。表に出ているだけで、この 30 年で 42 倍、
20 兆円を超えました。隠れた軍事予算はもっとあり
ます。日本の 4 倍以上です。それを可能にするのは経
済力だ、ということを、まず頭に入れていただきたい。

電力の安定供給は国の運命を決める
台湾にＴＳＭＣという世界最先端の半導体を作る企
業があります。この優れた技術を持つ企業を、中国が
取ろうとしており、アメリカは取らせまいとしている。
台湾の宝と言われるこの企業は、どうして海外に工場
を造るのか、どうして台湾国内だけでその技術を守ろ
うとしないのか。これには、戦略的で政治的な意味が
あります。台湾の蔡英文総統がＴＳＭＣの社長に会い、

アメリカに最先端の半導体の工場を作ることが台湾を
守る絆になる、と談判したのです。
もうひとつ動機があると言われています。3.11 の
後、蔡英文さんは原発をゼロにする政策を掲げてし
まった。再生可能エネルギーに頼ると、電力の供給は
不安定になり、電気料金は相当値上がりします。半導
体のように本当に最先端の微細なものを作るには、安
定した電力の供給がなければなりません。このような
理由ゆえにＴＳＭＣは海外に拠点を作ると言われてい
ます。
電力の安定供給は、国の運命を決める程の力があり、
国の経済力の水準に非常に大きな影響を及ぼすと、私
は思います。

10 年の差はものすごく大きい

電力を賄うとしたら、世界中から、環境破壊をしてで
も希少金属を取ってこなければならないという事実も
あります。
そしてまた、コストがかかります。再エネの賦課金
は 2 年ほど前の段階で、すでに 3.2 兆円、再エネが増
えればもっと上がりますので、そうなると海外移転を
考える企業も少なくはないでしょう。電気自動車が増
え、非常に電力の要るコンピューターネットワークも
全国に広がっていく、その電力をどうやって賄うんだ、
と。
本当は、そういう時代が来るのを見越して、今のエ
ネルギー基本計画に、新増設を入れておかなければな
らないのですが、政治家は、なかなかそうは言いませ
ん。原発嫌いの世論を気にして、選挙に響くだろうと
考えるために、言えないのです。

さて、我が国政府は、2030 年までに 46％、まだ
今よりも CO2 排出を削り、2050 年にはゼロにしま
すと言いました。しかし、中国は 2060 年としていま
す。この 10 年という差は、大変大きな差なんです。
私たちは、2050 年までにゼロにしよう、太陽光発電
を今の何十倍にも増やそう、ということになりますが、
中国には 10 年間の余裕がありますから、その間、ど
んどん石炭を焚いて、安いコストで経済を回して、私
たちよりさらに高い経済成長を成し遂げて、その潤沢
な利潤の中から、さらに多くのお金を軍事力につぎ込
むという、私たちにとっては悪夢のような循環ができ
るわけです。

ソーラーパネル大国では
CO2 削減に繋がっていない
世界のソーラーパネル敷設４大国の太陽光発電の設
備容量をみてみましょう。中国は 205GW、アメリカ
と日本が 62GW、ドイツが 49GW。これを国土面積
1kw2 あたりのパネル敷設率で見てみますと、中国が
0.021 枚、アメリカが 0.007 枚、日本はすでに 0.164
枚、ドイツは 0.137 枚。国土面積あたりで見ると、
すでに日本は中国の 8 倍、アメリカの 23 倍のソーラー
パネルを敷いているんです。
で は、 続 い て、 こ の 4 大 国 が 1kWh の 電 力 を 作
るのに排出する CO2 の量をみてみましょう。中国は
720g、日本が 540g、ドイツが 472g、アメリカが
440g。いずれも 3 桁です。ヨーロッパの原発大国フ
ランスは 70g、スウェーデンは 46 ｇ、スイスは 42 ｇ、
ノルウェーは水力主体ですが 13g。私が言いたいのは、
ソーラーパネル敷設大国では、その結果は CO2 削減
に繋がっていないということです。
どうしてそういうことになるか。ソーラーパネルの
稼働率は 13％しかありません。晴れていたのに、に
わかにかき曇って、突然太陽光発電ができなくなった
ら、ものすごい勢いで火力発電を急作動させるわけで
す。現場に行くと、本当に大変だ、一瞬も気を抜けな
くて緊張の連続だ、と言われる火力発電で補うために
CO2 は出るわけです。
パネルを作るのには、さまざまな希少金属も必要で
す。もし我が国が本当にソーラー発電だけでこの国の

頑張って声をあげるということが
本当に大事
私が美浜の方々に敬意を表するのは、自分たちの未
来のために、やっぱり原子力発電が必要なんだ、ぜひ
再稼働してほしい、ぜひ新しく造ってほしい、と声を
あげてこられたからです。声をあげる、自分たちの本
当の気持ちを発信することは本当に大事だと思いま
す。
憲法改正も同じなんですね。政治家の意思も大事だ
けれど、もっと大事なのは国民の意思だ、と思います。
来年の参議院選挙で、国民の意思が反映されて、各政
党がどれくらい議席をとるか、大事ですね。エネルギー
の基本を支える、最も安定的で最もクリーンで、しか
も日本人の技術で育ててきた原発を、大いに活用して
ほしい。そのような国民の意思が、来年の参議院選挙
で反映されるなら、私は、日本は生まれ変わることが
できると思っています。
第 6 次エネルギー基本計画についても、私たち国民
の意思として、リプレースと新増設を決めてください、
という声を力強く届けること、現場で頑張って声をあ
げるということが、本当に大事になってきます。
私も頑張りますけれども、皆さまも頑張っていただ
きたい。一緒に頑張っていくことでこれからの道が開
けると思います。
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みんなのくらしと放射線展～

EVENT
REPORT

必見！「放射線アカデミア」の充実したコンテンツ

今年で第 38 回となる「みんなのくらしと放射線展」は、昨年に引き続き、コロナ禍に対応して WEB
（主催：「みんなのくらしと放射線展」実行委員会）
開催となりました。
コロナ禍以前は、小学校低学年のお子さまを連れたご家族とのふれあいを大切にしたイベントでしたが、
今年は、次世代層や教育関係者の関心を高めてもらう意図で、多くの情報を多面的に紹介できる WEB な
らではの、放射線専門家の知見を活かした読みものを逐次紹介しました。ぜひ一度 WEB サイトの充実し
たコンテンツをご覧ください。
■放射線研究レポート

01

02

03

病気の診断・治療における「医療
被ばく」の健康影響と安全管理

医療で役立つ放射線のＸ線撮影に
よる画像診断の今

クルックス管を用いた実験の注
意点
クルックス管とＸ線

（公社）大阪府診療放射線技師会

（公社）大阪府診療放射線技師会

大阪府立大学放射線研究センター
秋吉優史准教授

04

05

06

医療で役立つ放射線・血管造影検
査が可能とする早期治療

岩石から出る放射線で温泉が湧い
ている？

福島第一原子力発電所事故の健康
影響に関する国連科学委員会の
2020 年報告について

（公社）大阪府診療放射線技師会

大阪府立大学放射線研究センター
伊藤憲男助教

大阪府立大学放射線研究センター
児玉靖司教授

07

08

09

地上に太陽を
～日本で進む核融合研究～

量子ビームによる材料の微細加工

放射線活用による滅菌 /
食技術と放射線

大阪府立大学放射線研究センター
松浦寛人教授

大阪府立大学放射線研究センター
川又修一教授

大阪府立大学放射線研究センター
古田雅一教授

■プロフェッショナルの声

01

02

03

放射線の不思議な力に魅了された
滅菌のプロフェッショナル

患者さんの笑顔を守るため放射線で
命を救うプロフェッショナルたち

社会資本の「安全の防人」非破壊
検査のプロフェッショナル

株式会社コーガアイソトープ
取締役統括部長 廣庭隆行さん

りんくう総合医療センター
放射線技術科

非破壊検査株式会社
技術本部検査技術センター
センター長 篠田邦彦さん

04

05

製品に新たな価値を
与える電子線技術の
プロフェッショナルたち

放射線を社会に活かすモノづくりを
装置開発のプロフェッショナル

株式会社ＮＨＶコーポレーション
ＥＢ加工部
機能材料事業化推進グループ
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日立造船株式会社
機械・インフラ事業本部
システム機械ビジネスユニット
設計部 電子線グループ
清水拓人さん

みんなのくらしと放射線展
放射線アカデミアは
こちらから→

～人材確保をめざして～

合同企業説明会「原子力産業セミナー２０２３」開催

EVENT
REPORT

当会は、
（一社）日本原子力産業協会と共催で、原子力産業界の人材確保支援と原子力産業への理解促進
のため、大学・高専生等対象の合同企業説明会「原子力産業セミナー 2023」を、10 月 23 日（土）に東京・
浜松町、10 月 30 日（土）に大阪・梅田で開催しました。
新型コロナウイルスの影響のため、

今回は初めて、学生が来場して参加す

来場学生数および参加企業・機関数の推移

るだけでなく、オンラインで企業の説

明を聞くことができる企画を加えまし
た。

会 場 へ の 来 場 者 数 は、 大 阪 会 場 が

153 人、 東 京 会 場 が 164 人、 計 317
人。またオンラインで参加された学生

は、大阪会場の日は 25 人、東京会場
の日は 38 人、計 63 人でした。合計は

380 人で、昨年の 439 人と比べますと
59 人減少しました。

参加企業・機関数は、オンライン出

展もあわせて両会場の合計（延べ）は

65 者で、前回と比べ 5 者増えました。
大阪会場で、数人の学生に様子を聞

いたところ、「コロナの影響と思いますが、

就職活動全体を通して、相当多くの企業がリ

モートでの会社説明や面接を実施していま
す」「対面して話を聞きたい、という学生の

ニーズは依然としてあると思うのですが、コ
ロナ感染予防のために出歩くことが減り、在
宅での情報収集やリモート就職活動に、学生
の側も相当慣れてきたと思います」との声が
聞かれました。福井県から参加した学生から
は「出展企業の若手社員として大学の先輩が
来られていて、個別に詳しい話を聞くことが

できました」「これまでに知らなかった会社

も、説明を聞くと面白そうと興味がわきました」と感想を聞きました。
WEB 参加の学生からは「オンラインでの就職活動だと、録画を

再生するだけ、といった企業説明が多いのですが、生配信で話を聞

けて質問もすぐできたので、とても良かったです」「遠いので、経済
的にもオンラインで自宅から参加できると非常に助かります」といっ
た声があった一方で、企業側からは「対面だとお互いに熱意が伝わ
りやすい」との声もありました。

今年の特徴として、学生側、企業側、両方とも、活動時期や形態

など、就職（採用）活動の多様化が垣間見えました。
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「オクタビアンから加速器 BNCT
「リプレースに向けて」
へ」
村田隆裕
勲
大神

大阪大学
大学院工学研究科
関西原子力懇談会
環境エネルギー工学専攻
常務理事・事務局長教授

皆さん、こんにちは、昨年 7 月、関西原子
力懇談会 常務理事・事務局長に就任しまし
た大神です、宜しくお願い致します。
昨年を振り返りますと、6 月には、美浜 3
号機が、運転開始から 40 年を超えた原子力
発電所として国内で初めて、再稼働出来たこ
と、とても大きな前進であったと思いますが、
一方で、10 月に閣議決定されたエネルギー基
本計画へ「新増設リプレース」が明記されな
かったことは、とても残念な事柄でした。
私くし事、となりますが、2014 年から昨年
6 月までの 7 年間、関西電力にて、新増設・
リプレース対応を取りまとめ、新設炉の設計、
工事の計画等を行うと共に、エネルギー基本
計画の改訂に向け、経産省さんとは、リプレー
スの方向性を示す必要性等、色々とお話をし
てきたことを踏まえると、今回のエネ基に、リ
プレースが明記されなかった事、残念な気持
ちはひとしおです。
明記されなかった理由は、色々と言われて
いますが、今回のエネ基の記載内容について
は、この様な状況下、新増設・リプレースの

思いを胸に抱きながら、
現時点で、書ける範囲で
は精一杯書いて頂いたと、受け止めています。
従って、明記されるのは時間の問題であり、
現時点で大事なのは、時が来れば、速やかに
次のステップに移れる様に準備をして行く事で
あると思います。
例えば、現状の規制基準は、既設炉向け
であり、新設向けに見直すのであれば、その
様な議論を早期に開始することが必要です。
また、海外で新設プラント計画が、躓いてい
る様に、電力事業者にとっては、長期、巨額
な投資に対する先見性も必要であると思いま
す。そして何より、必要なのは、リプレースす
れば、この先も長く、御世話になる地元の皆
さんにご理解頂くべく、原子力への一層の信
頼の醸成を図ることであると思います。
関原懇は、一層の信頼の醸成に努めると共
に、福井県で作られた大量の電気を消費して
いる関西圏において、福井県・立地町への感
謝の気持ち、原子力への理解を深めたいと思
います。

簡易放射線測定器の貸出について
2021 年度から新しい中学校学習
指導要領が全面実施となり、放射線
教育が中学２年、中学３年で扱われ
ています。また、高校の物理基礎の
授業にも貸出希望があります。
2021 年は、コロナ禍でカリキュ
ラムの推進も大変だったことと思い
ますが、学校授業に役立つ教材の提
供や測定器貸出などを通じ、放射線
教育にあたる先生方を支援いたしております
ので、どうぞご活用ください。
詳しくはＨＰをご覧ください

INFO
⬅簡易放射線測定器
ベータちゃんとガンマくん
教員向けガイドブック
「生徒と一緒に考える放射線」⬇

➡️

関西原子力懇談会 http://www.kangenkon.org
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〒550-0004

大阪市西区靱本町1丁目8番4号

大阪科学技術センター5F

TEL. 06−6441−3682

