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 11 月 26 日、大津市内で日本科学者会議滋賀支部主催の講演会が行われました。講師は北海

道大学名誉教授で現在愛知学院大学教授の吉田文和氏。演題は「ドイツの挑戦～エネルギー大

転換の日独比較～」、という昨年 12 月に日本評論社から出版された吉田氏の著作内容に沿うも

のでした。 

 40年から 50年にわたってドイツと交流し、ドイツの変

化をみてきたという吉田氏は、最初に、福島原発事故

を経たあと、再び原発を再稼働させる方向に進んでい

る日本と脱原発を段階的に進めようとしているドイツ

との違い、これはどこからきているのか。とくに、ドイツ

は原子力のかわりに、再生可能エネルギーの拡大と省

エネルギーを抜本的に進める「エネルギー大転換」を

めざしており、日本にはこの見通しはないのかという

問題提起を行い、以下のような講演を行いました。（Ur） 

 

ドイツの脱原発の理由 

 メルケル首相が組織した 17 名からなる安

全なエネルギー供給に関する倫理委員会が

エネルギー転換にあたって大きな役割を果

たしたが、その報告「ドイツのエネルギー転

換－未来のための共同事業」（2011年 5月）

の要点は以下のとおり。 

①原子力発電所の安全性は高くても、事故は

起こり得る。 

②事件が起きると、他のどんなエネルギーよ

り危険である。 

③次の世代に廃棄物処理などを残すのは倫

理的問題である。 

④原子力より安全なエネルギー源がある。 

⑤地球温暖化問題もあるので化石燃料を使

うことは解決策ではない。 

⑥再生可能エネルギー普及とエネルギー効

率性政策で原子力を段階的にゼロにしてい

くことは将来の経済のためにも大きなチャ

ンスである。 

 

ドイツは福島事故をどう受け止めたか 

①富士山の麓を 3 分おきに正確に新幹線が

走るという高度に組織された日本で起こっ

た福島原発事故はドイツにとって大きなシ

ョックだった。深刻かつ長期に収束困難な事

故が発生したことで、「ドイツではそのよう

なことは起こり得ないという確信は消失し

た。」 

②災害収束の見通しがたたず、最終的な損害

の算出や被害地域の最終的確定が不可能な

ことで、原子力を「他のエネルギー源の欠点

と科学的な情報をもとに、比較衡量すること

ができるはずだという、広く行き渡っていた

見解は説得力を失った。」 

③現実は地震に対する安全性や津波の最大

高さなどの「想定」を超えたということから、

技術的なリスク評価の限界が明らかになっ

た。 

 つまり、原子力発電のリスク自体は福島事

故により変化した訳ではないが、技術的なリ

スク評価やエネルギーに関するリスクと便

益の比較衡量という方法の限界が福島で実

際に起きた原発事故によって明らかになっ

た。このことが人々のリスクの受け止め方に

重要な変化をもたらした。 
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倫理とリスクの考え方－前提となる倫理的

責任論 

 倫理委員会設置の根拠は「原子力の利用や

その終結、他のエネルギー生産の形態への切

り替えに関する決定は、すべて、社会による

価値決定にもとづくものであって、これは技

術的あるいは経済的な観点よりも先行して

いる」という基本的な認識にある。こうした

問題に関する価値評価において鍵となる概

念は、「持続可能性」と「責任」である。 

 安全なエネルギー供給、とくに原子力の評

価をめぐっては、「人間は技術的に可能なこ

とを何でもやってよいわけではない」という

社会発展の基本命題を考慮すべきである。短

期的な利益が優先して未来の世代に負担を

強いる決定には社会が責任を負わなければ

ならない。それゆえに社会が技術を選択する

のである。 

 こうした倫理的な考え方が日本では欠け

ている。 

 

日独比較 

 いくつかの面で日独比較をしてみると以

下のような特徴が浮かび上がってくる。 

 ①先に述べたとおり、ドイツは失敗したこ

と（福島事故）を掘り下げて教訓にしている

が、日本では教訓となっていない。 

 ②ドイツでは、労働組合を含めて原発反対

の運動と核兵器反対とが統合してきたし、行

政裁判所による積極的な司法審査が行われ

てきたが、日本は原発推進の労組を抱えた連

合の問題があること、司法判断も消極的だっ

た。 

 ③日本と同様、1960 年代から 1970 年代に

かけて大学紛争があったが、その紛争を闘っ

た世代がドイツでは地道な取組をして緑の

党などの結成につながったのに対し、日本で

は逆の事例が多い。 

 ④使用済み核燃料の再処理について、建物

だけは建設されたが、猛烈な反対運動により

稼働させなかった。これが脱原発につながっ

ている。 

 ⑤元々は 1986 年のチェルノブイリ事故に

よるドイツの放射能汚染がきっかけで、2002

年に、当時の社民党と緑の党の連立内閣によ

り 2022 年までに原発全廃という決定がなさ

れており、その後方針転換されたがメルケル

内閣はそれに戻る決定をした。そういう意味

では、チェルノブイリ事故も教訓となってい

る。 

 

ドイツの課題 

 エネルギーの転換に伴うドイツの課題は

次のとおりである。 

①脱原発と温室効果ガス削減目標の同時達

成を目標としているが、前者は達成できる

が、後者はとくに、電力以外の熱源と交通分

野からの削減が困難な状況にある。 

②南部の原発廃止に伴い、北部の風力発電に

よる電力を南部に送電する計画であるが、送

電線の建設に同意が得られず、コストと時間

がかかっている。 

③固定価格買い取り制度では、負担は低所得

者層にも一様の負担増となっており、エネル

ギー貧困といった事態も生じており、とくに

相対的貧困層への経済的負担低減が必要と

なっている。 

 

日本が学ぶべきこと 

 吉田氏は最後に日本が学ぶべきこととし

て、次の 5 点をあげました。 

①事実と論理の重視、②長期見通しと戦略

性、③公論形成と公論の役割、④参加と透明

性の確保、⑤リスクのとらえ方。 

 ①は、再処理等技術的、社会的困難という

「事実」を直視し、論理的に政策目標を定め、

体系的に政策手段を整備していること、②は

エネルギー面だけでなく、生産についても

「第四の生産革命」を掲げ長期の見通しと戦
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略を持っていること、③はマスコミ、連邦議

会、州議会、市議会などにおいて多様な議論

と論争が行われてきたこと、④は遠回りにみ

えてもこれを行うことが政策を進める保証

となること、⑤は倫理委員会報告にある「社

会による価値決定」に基づく判断を優先させ

るということであり、短期的な経済コストに

よって原子力を評価するという姿勢とは根

本的に異なる。日本の場合は、ドイツと比べ、

地震・津波・火山という固有のリスクが伴う

ことを忘れてはならない。 

 

 

 

野口 宏（原発ゼロをめざす湖西ネット代表世話人） 

3・11 から５年８ヶ月、はじめて福島県の浜通りの被災地を訪れた（一行７人）。国は東京五輪を控

えて復興の加速を掲げ、今年度末で帰還困難区域を除き、すべての避難指示を解除するという。

だが福島第一原発のある浜通りは荒涼として、復興の気配は感じられない。緊急事態宣言は解か

れず、原発事故がまだ収束していない緊迫した状況にあることを改めて実感させられた。順を

追って報告する。 

 

NPO法人野馬土にて 

  仙台から高速バスで１時間 40 分、相馬市

に着いて NPO 法人野馬土（HP あり）を訪

問した。まず隣接する浜通り農民連の倉庫を

覗くと、玄米袋（30kg）の放射線検査（スク

リーニング検査）を行っている。袋には ID

番号を記したラベルが貼られ、それを読み取

って ID 番号と測定データがセットでセンタ

ーのコンピュータに送られ 

る。 

  袋には測定済みのラベルが貼られ、その

QR コードからデータが読み取れる。１つの

袋をスマホで試みたら 25 ベクレル/kg の測

定下限値以下、検査機器は Nal 式シンチレ

ーション検査器とデータが表示された。検査

能力は１台あたり１日 1000 袋。福島県全体

【脱原発で政府に損害賠償判決】 

 ドイツが国内にある原発の段階的な廃止を決めたことで多大な損害を受けたとして電力会

社が政府に賠償を求めた裁判で、ドイツ連邦憲法裁判所は 12 月 6 日、政府に対して賠償を命

じました。訴えたのはドイツで原発を保有しているドイツやスウェーデンの大手電力会社合

わせて３社。裁判所は、政府が行う具体的な賠償額については示しておらず、今回の判断を受

けてドイツ政府は、電力会社にどのような賠償を行うのか検討を始めるものとみられます。 
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では 200 台あり、年間 1100 万袋の検査を行

う。 

  持参した簡易放射線計で測ると、この辺り

の空間線量は 0.14μSv/h ぐらい（滋賀では

0.05μSv/h）。 

  野馬土には農産物直売所があり、その奥の

カフェで、代表の三浦広志さんの話を聞いた。 

  南相馬市の、原発から 11 キロのところで

５ha の農地を持つ専業農家。農薬を受け付

けない体質で、無農薬の米・野菜を作ってい

た。津波はしばらく引かず、農地は汚染され

て耕作できなくなった。東京で避難生活の後、

相馬市に移って、農民連の仲間と NPO 法人

野馬土を立ち上げた。 

  米作りは新地町に農地を借りて再開した。

汚染された農地は、表土をはぎ取るわけには

いかないので、下層の土との天地返しで線量

を下げた。稲はカリウム投与でセシウムを吸

収しなくなった。全袋検査で安全を確認して

いるから他県米より安心だ。だが消費者が福

島の米を食べたくないのは分かる。県内でも

そういう人はいる。自分も食べなかった時期

がある。悪いのは東電であって、消費者では

ない。 

  農地の補償は 10 アール当たり年 5 万 7 千

円。昨年から何か作らないと補償金が出なく

なった。だが休業農地には福島県の特例でソ

ーラーパネルを設置し、売電している。野馬

土など農民連と農家がコラボで作ったソー

ラー発電は合計 2,984kW になる。 

  福島県では何よりも復興が優先され、放射

線の健康不安を訴える人、福島には住めない

と県外に避難した人は、しばしば風評被害を

まき散らし、復興の足を引っ張ると非難され

ると聞くことがある。だが復興の理不尽さを

身をもって知る浜通りでは違うようだ。 

  南相馬・避難 20 ミリシーベルト撤回訴訟。

生業を返せ！地域を返せ！現状回復訴訟と

ふるさと喪失訴訟。浜通りを始め全国に広が

る生業訴訟の原告は 4000 人になった。復興

五輪などに惑わされず、長期的な視野に立っ

て、故郷の農業再生をめざしているたくまし

いしい人々に出会った。 

   

希望の牧場を訪ねる 

  翌日朝から、国道６号線を軸にレンタカー

で各地をまわる。ガイド役は南相馬市から大

津市に避難している青田さんに紹介してい

ただいた N さん。あらかじめ『原発被災地

を歩くガイドブック』（相馬新地・原発事故

の全面賠償をさせる会発行）という立派な資

料をいただき、概要を掴んでおいた。 

  最初に浪江町の吉沢牧場を訪問した。300

頭の牛が放牧されている広大な牧場で、福島

第一原発から 14 キロの居住制限区域にある。

空間線量を測ると 0.4〜0.8μSv/h。 

  事故後、避難指示されたが、牛を見捨てる

わけにはいかない。ベコ飼いの吉沢さんは、

一人、牧場に残ったという。 

  もとより営業はできない。200 頭は死んだ。   

国から牛の殺処分が命じられたが、手塩にか

けた牛を殺せないと拒否した。無人の牧場か

ら放たれた牛や近くの牧場の殺処分対象の
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牛を引き取り、今や 300 頭いる。人呼んで 

「希望の牧場」（Facebook あり）。 

  売れない牛の餌代がのしかかるが、全国の

カンパで維持している。他の町で処分に困っ

た汚染された草を餌としてもらったものも

ある。 

  吉沢さんは自前の街宣車で東京渋谷はじ

め全国で、原発事故の悲惨とカンパを訴えて

いる。浪江町はチェルノブイリになった、明

日は東京だ。インドにも講演に呼ばれたとい

う。 

  牧場の休憩室には事故以来の惨状を物語

る写真が壁一面に貼ってある。次々と来る訪

問客に吉沢さんは語り続ける。ボランティア

も手助けに来る。画家が絵本もつくってくれ

た。福島原発事故の語り部の吉沢さん。聞く

ほどに涙が出る。 

 

浪江町、双葉町、大熊町、富岡町 

  ６号線に戻って海側に入る。津波で流され

た宅地や農地は見渡す限りの荒野になって

いる。その一部は除染土のフレコンバッグが

３層に積まれた仮置場になっていて、クレー

ンが作業している。空間線量は 0.7〜1μSv/h。

なんとも言えない寒々とした光景だ。 

  浪江町の請戸漁港に向かう。このあたりは

避難指示解除準備区域で、かつては漁師の家

が立ち並ぶ街だったというが、津波に流され

てほとんど残っていない。途中に墓地（とい

うよりその跡）があるが、墓石は倒れたまま、

行方不明の墓石も多いという。請戸漁港は岸

壁や防波堤の修復工事が始まったところ。堤

防のかさ上げ工事を説明する大きな説明板

がある。ここから福島第一原発まで６キロの

距離で、鉄塔がよく見える。 

  近くの請戸小学校に向かう。海岸から

300m しかないが、80 人の子どもたちは 1 キ

ロ以上離れた高台に懸命に逃げて無事だっ

たそうだ。校舎は電源立地促進対策交付金施

設とのプレートが付いた立派な建物で、津波

に流されずに残っている。 

  体育館には卒業式を控えての看板、教室に

は子どもたちが予定を書いた黒板がずっと

残されていたが、最近、保存のために外され

たという。 

  再び６号線に戻り、双葉町に入ると、帰還

困難区域の標識があり、警官が防護服も着ず

に立って警戒している。ここからは車の窓を

開けてはいけないことになっている。だが除

染土を運ぶトラックをはじめ、交通量は意外

に多い。大熊町に入ると福島第一原発の入口

の看板があり、そこから 1.5 キロの距離。こ

の辺りは簡易線量計で測ると車内で 3.3μ

Sv/h だった。年換算で 30mSv だ。車外では

どれくらいだろうか。  富岡町に入ると帰還

困難区域は終わり、居住制限区域になる。津

波に流された地域に建つ環境省の大きな仮

設焼却施設を見る。市街に入ると交差点を横
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切る歩道橋に「富岡は負けん」との横断幕が

あった。信号は点滅し、車は行き交い、工事

関係者の休憩所があり、自販機も動いている。

だが住民はいない。ここからUターンした。 

 

避難指示が解除されたが 

  帰途、浪江駅付近の街の中心部に回った。

市街は見かけはそのままで、今にも人が歩い

てきそうだが、居住制限区域であり、住民は

いない。車は走っているものの、建物は壊れ

かけているものも見かけ、まさに時が止まっ

た光景だ。郊外では道路脇で除染作業が続い

ていた。 

  南相馬市小高区に入る。小高駅はようやく

原ノ町駅から電車が開通した。だが駅前に人

影はない。不思議な光景だ。２基のモニタリ

ングポストだけが目立つ。 

  小高区は今年 7 月に避難解除準備区域だ

けでなく、年 20〜50mSv とされる居住制限

区域も同時に解除された。計画された除染が

終わり、「20mSv 以下になることが確実」と

いう解除条件を満たしたというのだろうが、

実際は今も除染が続いている。 

  避難指示が解除されても、元に戻ったわけ

ではなく、帰還できる条件にはほど遠い。小

高区の人口は 1 万 2 千人で、そのうち帰還

したのは車が運転できる高齢者ばかり 800

人。7 割は 65 歳以上。以前に避難指示が解

除された区域でも同様だ。若者や子どもは今

後も帰ることはないだろう。 

  他は 1mSv なのになぜ福島だけ 20mSv な

のかと当局に聞くと、福島は緊急事態だから

と答えるそうだ。帰らない理由は線量だけで

なく、原発事故が収束していないからだ。小

高区から福島第一原発まで近いところは 10

キロで、まだ何が起こるか分からない。 

  現に３号機のがれき撤去では放射性物質

の飛散による汚染が起きている。メルトダウ

ンした核燃料の爆発の危険も去らない。そも

そも政府の避難指示解除の条件では、原発の

爆発や放射能飛散のリスクは考慮されてい

ない。 

  政府の帰還政策は破たんしている。人によ

っては何とか我慢できるレベルかもしれな

いが、とても子供連れで帰還するよう勧めら

れるレベルではない。政府は住民が帰還しな

くても、避難指示を解除すれば、政府の責任

も解除されると思っているらしい。  

  道の駅南相馬で遅い昼食をとり、原ノ町駅

からバスで福島駅へ向かった。高原にのどか

な田園が広がる飯舘村を車窓から見る。ここ

は居住制限区域で住民はいない。（了） 

 

 

今後の裁判の日程 
2017年 1月 17日（火）11:00～ 

  本訴第 13回口頭弁論 

※終了後、報告集会を行います。 

2017年 2月 

 大阪高裁抗告審決定 

※抗告審決定時の行動については日程が

決まり次第お知らせします。 

※当日は大阪と大津で報告集会を行いま

す。 

2017年 4月 25(火)14:00～ 

  本訴第 14回口頭弁論 

※終了後、報告集会を行います。 
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 12月議会に旋風 

 政府が 2017 年 3 月で自主避難者の住宅支

援を打ち切る方針を示す中、私たちは 18 の

市町と県の 12 月議会に「住宅支援の継続を

国に求める」よう請願しました。この請願運

動は、10 月 22 日の「原発事故避難者の住宅

支援継続を求める滋賀の会」の設立総会・シ

ンポから開始し、短期間の間に、ある種の旋

風を巻き起こしました。 

 

被曝か貧困か 冷酷な政府 

 まず、シンポや議会請願の行動を通して、

私たち自身が避難者の現実を知りました。シ

ンポで避難者の佐藤勝十志さんは「親子４人

で、近江大橋の下ででも暮らそうかと。冗談

ではなく、現実そんな選択を考えている」と

発言。「帰還して被曝の心配」か「避難のま

ま貧困」かを迫る、帰る家のない人には「貧

困」のみを迫る、国は冷酷でした。 

 私たちの請願を受けて、県下の地方議会で

真剣な討論になりました。慌てた自民党県連

は同党の市町議員に「請願反対」の通達を出

しました。「福島では１日も早い帰還と復興

を目指しているのに、他府県から意見書を出

すのか。地方自治の否定になる」と、国への

意見表明権を規定した地方自治法 99 条にも

違反する滑稽な反論でした。 

 

７議会が請願を採択  保守議員も賛成 

 せめぎ合いが続いた結果、次の 7 つの議会

が請願を採択しました。甲良町、守山市、豊

郷町、米原市、多賀町、愛荘町、日野町です。 

 11 の議会が不採択にしました。甲賀市、草

津市、湖南市、大津市、高島市、東近江市、

近江八幡市、彦根市、長浜市、栗東市、野洲

市です。しかし、甲賀市は賛成 12 反対 13、

野洲市は賛成 12 反対 12 で議長裁定、栗東

市は 2 票差で、僅差での否決、賛成が極少数

で否決された市町はありませんでした。 

  滋賀県は不採択でしたが、賛成 20 反対 22

で、あと一歩のところまで追い込みました。 

 保守系議員の相当数が請願に賛成しまし

た。守山、豊郷、多賀、甲良では、保守議員

を含むほぼ全員一致で可決。米原でも保守議

員２人が賛成に回りました。甲賀市や守山市

などでは公明党議員が賛成に回りました。 

 大津や高島では、頑強な自民・公明派との

激しいやりとりが行われ、相手の卑劣さと請

願の正当性を明らかにしました。大津市や甲

賀市や栗東市では、避難者自身が趣旨説明や

文書説明を行いました。 

 

 ４月から県独自の住宅支援 

 今回のとりくみには、原発廃止をめざす

23 団体が合流しました。幅広い視点で紹介

議員を依頼し、県議会で「チーム滋賀」の代

表が、多くの市町議会で民進党関係の議員が

紹介議員になりました。 

 こうした状況を受けて、滋賀県は、今年 4

月以降、県独自の住宅支援を行うことを決め

た模様です。「住宅支援の継続」という人道

支援の課題に絞って、短期間に集中的にとり

くんだ私たちの運動が現実の政治を少し動

かしたようです。 

 「原発事故避難者の住宅支援継続を求める

滋賀の会」事務局    杉原秀典 
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申し込み受付中                    


