田中優講演会
（未来バンク事業組合理事長）

原発に頼らない社会を
実現させるには
～ポスト３・１１を生きるために～

福島原発事故は収束しておら
ず、３基の溶けた炉心の状態も
不明、原因究明もできていませ
ん。日常生活を奪われた多くの
避難者、子どもたちの被曝を心
配する親の不安はつのるばかり。
そして地震活動期の日本：：こ
うしたなか、野田首相は大飯原
発再稼動を突破口に、原発依存
体制へ再び踏み出しました。し
かし、官邸前をはじめ、全国い
たる所で反原発・脱原発の集会・
デモのうねりが起きています。
鎌倉・九条の会講演会〔３月
９日（金）鎌倉生涯学習センター
ホール〕での田中優さんによる
「原発に頼らない社会を実現さ
せるには」と題するお話は、会
場を満席にした聴く人びと一人
ひとりに、脱原発のための実践
に役立つ知恵をおくる有意義な
ものでした。

――東北関東に大震災発生、とっ
さに福島、女川の原発が心配になっ
たが、やはり大変なことに：：イ
ンターネットを活用して情報を徹
底的に集めたという田中さんは語
り始めます。
その日の夜、私は、政府が「炉心
損傷開始予想が１０時２０分」の情
報もあると発表したのを入手しまし
た。この情報を他の人に送りたいと
思ってもファイルが適さず、やきも
きしているうちに、翌日、１号機建
屋が水素爆発、福島原発の周囲２０
キロ圏が避難区域となりました。し
かし、事故発生の１１日夜の政府発
表の時点で避難できていれば、余分
に放射能被曝をせずにすんだはずで
す。
また、文科省に放射能の拡散状況
を予測するＳＰＥＥＤＩというシス
テムがありますが、これをまったく
スピーディに生かすことができず、

計画的避難区域設定に１ヵ月以上も
かかり、放射能が大量に放出されて
いるときに、風下にあった地域の多
くの人たちに大量の被曝を強いたこ
とも解せないことです。
――この苛酷な事故は田中さんに
とって意外なことではなかった。
そもそも国土が狭く、震度５以上
の地震が多発する日本に原子力発
電所を造るべきではないと田中さ
んは考え続けてきました。最初に
原発が造られたとき、損保会社が
保険加入を受け入れ、さらにイギ
リスの保険会社ロイズに保険をか
けようとしたが、地震の多い日本
で原発を動かすのは無理だと断ら
れた。のちに保険金額を限定し、
何と地震と津波による損害を免責
するという条件で損保に加入でき
たという顛末を田中さんは紹介し
ました。

福島原発事故
放射能被曝は深刻

――田中さんは福島第一原発事故
による放射能汚染がどのような障
害をもたらしているかについて話
していきます。
今回の福島と１９８６年に事故を
起こしたチェルノブイリのときの放
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射能汚染状況を見ると、汚染のレベ 妊婦にとっては、できるだけ汚染さ ０ベクレルまでとされていますが、 れん草やキャベツなどがひどく汚染
ルは同程度で、広がり具合が違うだ れていない食品であるべきです。
体の中に入ったセシウムは７０日間 されました。しかし、あとに栽培さ
け。チェルノブイリの汚染範囲が広
――放射線被曝について、日本は で半減するものの、日々、そうした れたこれら葉物野菜の類はほとんど
いのは、ウクライナにあるチェルノ
非常に甘く見ているとして田中さ 食べ物をとっていればどんどん蓄積 大丈夫だった：：根っこから土中の
ブイリの放射能は地続きに広がって、 んがつづけます。
していって、１㎏あたり１０ベクレ 放射能を集めることをしていないた
特に北方のベラルーシを広く汚染し
「ただちに健康に影響の出るレベ ルを早々にこえて、危ないことにな めでしょう。気になるのは土の中の
ました。福島の場合、放出した放射 ルではない」といういい方をたびた ります。
養分を集めるレンコンなど、放射能
能の多くが西風によって太平洋に流 び聞かされました。大量の放射能を
を組織内に取り込んでしまう怖れの
れ出ました。
一度に浴びれば、白血球やリンパ球
あるもの。
「
内
部
被
曝
」
の
恐
ろ
し
さ
ベラルーシでは事故の後、白血病 の減少、皮膚の紅斑などがただちに
「生体濃縮」を起こすものも汚染
やがんで子どもがたくさん亡くなり、 現れて、やがて死亡する。急性被害
――ついで田中さんの話は「内部 度は高い。わずかな濃度の有害物質
出生率も下がり、人口減少傾向が見 です。それほど大量でない被曝の影
被曝」の問題に入ります。
を微生物が食べ、その微生物を小魚
られました。そこで、１９９９年に 響は、数年後、数十年後に現れます。 低線量の放射能を外から受けると、 が食べ、それを人間が体内に取り込
食品の汚染制限値をより厳しくした この慢性被害が恐ろしい。放射能は 身体を通り過ぎるときに遺伝子を壊 む：：そのころには元の放射能レベ
ところ、乳幼児の死亡率も下がり、 どんなに少量でも人間の細胞（核の しますが、身体のなかに残るわけで ルから数万倍も濃縮されていること
出生率も回復し、人口減少も止まっ なかにあるＤＮＡ）を傷つける。人 はない。問題なのは、低線量であっ がある。放射性物質を含んだ稲わら
ているようです。
間は細胞分裂を繰り返しているが、 ても、放射能を身体の中に入れてし をえさにした牛の肉や乳に汚染が出
摂取制限に関する指標として：： 傷ついた細胞も分裂によって複製さ まった場合、内側から強く被曝する たことは近頃報告されました。
放射能セシウムについては、日本で れ、時間をかけて増殖し、がん細胞 こと、そして、その危険を抱える人
特に問題なのは魚で、汚染の激し
は飲み水や牛乳は２００ベクレルま 化する。したがって細胞分裂が活発 が広い地域に及ぶということです。 い順に川魚、海の底に棲む魚、沖を
で、ベラルーシでは１０ベクレルま な小さい子どもほど、低線量の放射 こうした内部被曝を避けるためには、 泳いでいる回遊魚。まず川は栄養が
で。野菜、穀類、肉、卵、魚は日本 能による被害を大きく受ける。
身体の内側に放射能を入れないよう、 少ないので、わずかな栄養でも魚は
では５００ベクレルまで。ベラルー
あとになってがん死者が増えると 吸い込む空気、食べ物、飲み物に気 一所懸命集めようとする。とりわけ
シでは、野菜１００ベクレル、果物 いわれていますが、がん以外の病気 を配ることが重要です。
気をつけなければならないのはアユ。
４０ベクレル、乳幼児の食品は３７ もたくさん出ます。ベラルーシのバ
アユはコケしか食べないが、そのコ
ベクレルまでというようにベラルー ンダジェフスキー医師によると、体
ケはなぜか放射能をよく集める。汚
食
べ
も
の
、
空
気
の
状
況
シの基準のほうが厳しい。食べ物に の中の放射能（セシウム）レベルが
染された山から流れ出して幾筋にも
ついて、基準を厳しくすることやす １㎏あたり２０ベクレルを超えると
――食べ物の汚染について、田中 なっている川に棲むアユは要注意。
べてのものの汚染度を正確に表示す 病気が多発する。１０ベクレルを超
さんは調べて判明したことを話し
次が海の底のほうの魚。放射能に
ることを多くの人が望むのは当然で えると病気が出始めると公表しまし
ます。
汚染された水が事故原発近くの海に
すが、いずれにせよ小さい子どもや た。われわれが食べていいのは５０
事故の当初、放射能が降ってほう 流され、放射性物質が底に積み重ね
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白米にして食べれば７割は除去され トにかぎらず、ぬか漬けなどの漬物 が高まり、格納容器破裂の怖れが生
ています。このあと汚染度が上がっ もよろしい。麦芽飲料つまりビール じたとき、弁を開いて放射能だらけ
てくるのではないかと気になってい とか熟成度の高いみそなどの発酵食 の水蒸気を外に出しました。この時
るのが、小麦粉でつくられるもの。 品もいいと思います。
点で心配なのは放射性ヨウ素など気
小麦も麦芽に汚染が集まりますが、
体の中の放射能を体外へ排出する 体状の放射性物質です。事故発生翌
麦芽は真ん中にあるので製粉しても 効果のあるもの、キレート効果のあ 日から建屋の爆発がつづき、大量の
取り外せないのです。
るものを攝ることもいいでしょう。 放射性物質が大気中に放出され、塵
キレートというのはカニのつめのこ や土埃にくっついてセシウムが降り
とで、排出すべきものを引っかけて 注ぎ、土壌を汚染し、部屋の中まで
内部被曝への対策
られています。
外に出す効果のことをキレート効果 入ってきて、隅の綿埃などに付着し
そして回遊魚ですが、日本の東北
――すでに汚染されている食べ物 といいますが、食物繊維が代表的で、 ました。外気に含まれる放射性物質
海域がすべて汚染されているわけで
を身体に入れてしまっているとい オクラやナメコといったぬるぬるし が体内に入るのを防ぐためマスクを
はありません。福島原発から放射能
う人もたくさんいらっしゃると思 た食物です。べクチンという物質も するよう人びとにすすめました。気
が海に流され、千島海流で押され南
いますが、まだ対策はありますと キレート効果があり、りんごなどの 体として飛んでくる放射性ヨウ素に
下し、犬吠岬の突端で黒潮にぶつか
田中さんはつづけます。
果物に含まれています。
対しては効果は限定的という医師も
りハワイへ向かう。したがって福島
放射能の被害は確率的影響です。
――食べ物、飲み物に気をつける いますが、セシウムに対しては花粉
沖と茨城沖は注意したい。
浴びた量に応じて、全体の中でがん
と同様に、吸い込む空気に気をつ 用マスクでほぼ１００％防御できる
そして、シイタケ、ナメコといっ になる人の数が増えるわけです。同
けてほしい。人間は食べ物、飲み という調査結果が出ています。
たキノコ類が放射性物質を集めやす じ量の汚染された食べ物を入れた１
物の５・５倍の重さの空気を毎日
い。また汚染された場所に生えるタ 万人のうち死亡する人は５人としま
吸い込んでいるとして、田中さん
放射能は
ケノコには特に注意したいです。手 す。とすれば５人に選ばれなければ
は話をつづけます。
多くの臓器を襲う
が切れるような葉っぱを持つササ、 いいわけです。どういう人が５人に
ある福島の親御さんから、小学生、
竹、イネといった植物はなぜか放射 選ばれにくいか。
中学生、高校生３人のお子さんの放
内部被曝による障害として、特に
性物質を集めやすいようです。これ
まず、免疫力の高い人、きっぱり、 射能量に関するデータが私のところ 子どものがんや白血病がいわれてい
らはよく産地を選んで食べたいです。 すっきりと生きてどんな事態が起こ に送られてきました。それによると、 ますが、他にもたくさんの病気が出
昨年秋に収穫された果物も、ナシ、 ろうとこうして解決すると前向きに 同じ家庭に育っているのに、高校生 ます。大人では心臓が襲われます。
りんご、栗、梅などが地域によって 考える人は免疫力が高いです。また が一番高い値を示していました。高 セシウムは体の中に入ると筋肉に集
はひどく汚染されました。今後は大 免疫力を高めるには、抗酸化物質の 校生は学校で一段と活発に運動して 中します。心臓は筋肉の塊で、内側
丈夫だと思いますが。
多いもの、ゴマのセサミンや緑黄色 どんどん外気を吸い込んだからだと から放射線を出して細胞を殺してし
お米の汚染もいわれましたが、７ 野菜を攝ることもいいと思います。 思います。
まい、不整脈を招いたり、心筋梗塞
０％以上は胚芽に集中しているので、 さらに、乳酸菌発酵食品、ヨーグル
事故が起きて、炉内の水蒸気圧力 を起こしたりします。またセシウム
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は女性の場合、子宮に集まります。
国によって規制されている電気料 それでも電力会社は原子力を選ぶ。
放射能という毒物が体の中に入った 金はどうやって決まるか？それは総 総括原価方式の下で効率の悪い原子
わけだから腎臓、肝臓の負担が重く 括原価方式という仕組みです。
力が増えていった。
なり病気になる。膀胱の病気も出、
１００の電力量を作るのに１００
さらに、「電気をつくるために必
血管、血液の障害も起きます。
０円の費用がかかるとしたら電力会 要な費用」とはどういう費用なので
いまの放射能の状態なら大丈夫な 社は利益として３％、３０円を上乗 しょうか？「原発は安全・クリーン」
どと原発を存続させたい人がいうの せした１０３０円の金額を、電力量 との広告宣伝費から原発立地自治体
はとんでもない過少評価です。日本 の１００で割って電気の単価にする への寄付金その他何でも費用に乗せ
は現にベラルーシと同じくらい汚染 仕組みです。ですから、電力会社が ている。好き放題やってきた。その
しているんです。かつての核実験で 「おれはもっと儲けたい」と思った 結果、日本の電気料金は世界一高く
日本に降り注いだ放射能は、１平方 ら無駄な発電所でも何でも設備をつ なった。
メートル当たり２３００ベクレルが くればいい、何の出費でも費用とし
料金の世界比較
最高です。今回の事故では、６万ベ て加算できて、それだけ儲けが増え
２０００年のデータでは日本の電
クレルというところが千葉県にもあ るのが総括原価方式です。（講師は 気料金が世界一高かったことから、
ります。これで今後も大丈夫だといっ 高速増殖炉もんじゅの写真を示して） 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 は 最 近 に な っ て
ている人はおかしいです。のちになっ ちょうど１兆円をかけ今から１７年 「ヨーロッパのいくつかの国の方が
て子どもたちにたくさんの被害が出 前につくり事故を起こして止まった。 日本より高い」とのデータを出して
てしまってからでは遅いんです。
その後１４年間修理して再度動かし きた。いつものウソと思い調べてみ
たらもっと深刻な事故を起こして止 ました。為替レートを考慮し、ヨー
このように危険な、とくに将来世
まった。なんと１ワットも発電して ロッパでは入れている炭素税を除く
代へ災いをもたらす原発に依存する
いません。それでも、３％上乗せし と、やはり日本が高いことがわかっ
体制からどうやって脱け出していく
の か ： ： 「 安 全 神 話 」 を ふ り ま く 原 た１兆３００億円もの高額が原価に た。これが日本の企業全体の国際競
子力ム ラの構 造を明ら かにし ながら、 含まれ全体の電力単価が割り出され 争力を失わせた原因になっている。
原発のコストこそ最も高い？
田 中 さ ん は 、 原 発 に 頼 ら な い 社 会 を た。
原子力以外の電源と比べれば、発
資源エネルギー庁も電気事業連合
実現させるための道筋を具体的に示
していきます。
電熱効率も発電機の価格でも大きな 会も、原子力発電が発電源で最もコ
差があります。原子力は熱の３３％ ストが安い、逆に水力が最も高いと
しか電気に変えられない、天然ガス いって、だから安い原発を伸ばすと
電力は足り、
の発電所では６０％を電気に変える してきた。ところがコストに関する
原発は要らない
（１００万ｋＷ規模で原発は５００ 委員会に立命館大学の大島先生が最
０億円、天然ガスが９００億円）。 近入って電力各社の会計報告書を調
「総括原価方式」とは？

べたら、原子力が一番高いことが分
かった。しかも原発は爆発の危険が
あるため昼夜１００％きっかりの出
力で動かす。夜には電気が余ってし
まうので上と下にダムを持つ揚水発
電所というものをつくり夜の発電分
を貯め昼間に水力発電する。その結
果水力が最もコストが高くなった。
それは揚水発電を乗せていたからで、
揚水を除いたら水力は一番安いので
す。逆に原子力が単独で最もコスト
が高く、揚水を乗せると更に高いも
のになる。
自然エネを伸ばしたドイツ
こうして日本は国際競争力を失っ
たが、ドイツのすごいところは自然
エネルギーを伸ばしていることです。
さらに、それだけでなくトータル消
費量の方は伸ばさなかったので、自
然エネルギーの比率も着実に高めら
れた。日本では自然エネルギーを増
やしても、限りなく電力消費を増や
してきましたから、その比率は高ま
りません。ところが今、日本のトー
タル電力消費量は下がりつつあるの
です。
日本政府と電力会社の予測は？
グラフで分かるのは２００９年に
日本の電気消費量がちょっと減った
こと。だけど日本政府と電力会社は
その後もますます増えるという消費
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量を予測していることです。さすが くり過ぎているので、特定時の料金
に消費しまくったので実際には減り を高くするだけで原子力発電を止め
はじめを示すデータは無視し、政府 られる。
と電力会社は無茶なプランを思い描
いているわけです。
自然エネルギーへ
まず節電を、原発止めるため
切り替えよう
原発を止めて電気が不足したらど
うするといわれれば、自然エネルギー
最新データがある２００９の年、
に変えればいいとみんないいますが、 欧米では自然エネルギー発電が拡大
まずは節電して電力消費量を減らす （ヨーロッパでは新設の６０％）し
ことが賢明です。そもそも電力消費 た。
のピークは夏場の２時～３時に毎日
日本以外の世界では決着がついて
出ているように思われがちですが、 いること、それは、どちらが安いか？
わずか１年のうち平日の１０時間。 早く建つか？ＣＯ２少ないか？悉く
しかも需要構成で見ると全体の７８ 自然エネルギーであり、だから自然
％が事業系であり、かつピークで見 エネルギーに切りかえている。とこ
ると９０％になっている事業系の消 ろが日本ではメディアが本当のこと
費（圧倒的に多い用途は照明）を減 を伝えていない。
らすことが重要。使えば使うほど安
海に浮く風車で発電
くなる電力料金体系を、逆にすれば
ヨーロッパでは洋上風車発電はも
よい。これで思いっきり下げられる はや主流。日本は海洋国。海は国土
でしょう。
の１１倍の面積を有する。広さでい
簡単ですね。夏場平日、日中午後 えば国内で足りて世界に輸出できる
１時から３時にかけて気温が３２度 ほどだ。ところが日本の近海はいき
を超える日は、事業者の電気料金を なり海が深くなっているので海に浮
高くすればよい。フランスではその かぶ風車による発電になる。特に風
料金を普段の１１倍に高くしている が強いのは北海道、東北、九州であ
等々各国にたくさんの事例がある。 る。
残念ながらメディアが伝えてくれな
陸上と違って妨げがない海上は風
いので、われわれは騙され続けると が強く吹く。発電量は風速の３乗な
いう状況にある。日本は発電所をつ ので海に浮く風車発電が有利だ。

風 車 に 輪 っ か の つ い た タ イ プ 、 それが従来の１０分の１の２５００
「風レンズ風車」というが、輪っか 万円まで価格は下がり７０ｋＷを発
を付けると発電量は２、３倍になる。 電するという。これをもし日本中の
しかも低周波騒音は出なくなる。
温泉に使うと、今の電気消費量の６
地熱で発電
０％をつくる。地熱の高い温度で３
アイスランドは１００％自然エネ ０％、低い温度で６０％、合計９０
ルギーの国であり、その主力は地熱 ％を地熱だけでつくれてしまう。
発電です。全体の８５％を地熱でつ
いたる所が水力発電の適地
くる。さらに各家庭にお湯を配り、
日本は標高差が大きい上に雨が多
広大な温泉もつくりました。
いので、水力発電の適地です。
地熱発電所を見てきましたが、いっ
市民がつくった水車で、水が落ち
ぱい足が付いていて「タコ、オクト てゆくところに鉄板をらせん状にし
パスというんだ」といわれました。、 て入れてあるだけのものがあります。
装置に日本語の片仮名でオクトパス カラカラ廻って４～５メートルの長
と表記されているんです。この国の さの発電機で、４人家族、１軒分の
１７基のうち１４基が日本製であっ 電気をつくります。市民がこういう
た。調べたら世界の最も優れた地熱 ものをつくるといいですね。
発電装置は悉く日本製です。ですか
ら、日本にはさぞかし地熱発電があ
発送電分離を
るのだろうと聞かれますが、現状は
政府に実現させる
０・６％と低い。日本は、まじめに
やれば今の電気の３０％を地熱だけ
電力会社は自分のところ以外でつ
でつくれます。
くられた電力は買いません。そして
さらにコベルコという会社がバイ 送電線は本来公共財なのにこれを独
ナリー発電（別名温泉発電）をつくっ り占めにしています。
た。７０℃の温泉があって今は水を
今の民主党政権ですが、現時点で
足して人が入っているが、７０℃を 発送電の分離はやるのだ、といって
５０℃に下げる間に気化温度の低い いるがちょっと心配です。竜頭蛇尾
代替フロンガスとかアンモニアを入 になりがちの与党なので市民がもっ
れると、それが一斉に気化して体積 とプレッシャーをかけないといけな
が増えタービンを廻す発電機です。 いでしょう。
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ヨーロッパの発送電自由化
をやってきたわけです。
でが熱です。ならばペレットストー エネルギーを自給したら、地域が活
発電も送電も自由化されたらどう
加えて、ゼネコンの最大発注元が ブ、まきボイラーを入れれば燃料が 性化します。国内が自給エネルギー
なるか。先ほどヨーロッパの新設発 電力会社です。電力会社と持ちつ持 木屑でいい。日本は国土の６８％が を廻すようにしたら国内が活性化し
電所の６割が自然エネルギーだとい たれつこれら企業は政治家らには多 森、伐採期を迎えた森がいくらでも ます。
いました。理由は、市民が自分らの 量の票が見込める相手。ばかげてい ある。
エネルギーの自給率はわずか６％
雇用のために自分らで発電所をつく ませんか？こんな構造を変えるため
そして電気器具。皆さんの家庭の
自給率の低いものは決して経済を
るからです。市民がどんどん仕事を に、ささやかでもたとえば預金を預 中にも必ず四天王がいて、電力消費 活性化し得ない。食糧自給率低いで
つくっていくのです。日本とはちが け替えしましょう。自分に投資しま の半分を占める。冷蔵庫、照明、テ すね。木材自給率はもっと低いです。
いますね。
しょう。
レビ、エアコンの順。これらはすべ でも、日本で一番低いのはエネルギー
日本一高額な広告宣伝費をかける
て、この１０年の間に省エネ率が５ 自給率で、わずか６％しか自給して
高額な広告宣伝費、そして、その
０％以上、最大は冷蔵庫で９０％で いない。石油、天然ガス、ウラン、
脱
原
発
に
向
け
運
動
を
宣伝費で成り立つのがテレビ、ラジ
す。ならば買い替えの省エネ投資も 石炭、この４つの輸入のために２３
２
６
年
前
か
ら
や
っ
て
き
た
が
オ、新聞です。だから日本では本当
有効です。
兆円も使う。結果、日本は２０１１
威
張
れ
ま
せ
ん
の情報が流れない。何で独占企業で
性能向上する太陽光発電
年に貿易が赤字になった。相前後し
ある電力会社にこのような好き勝手
なぜなら、われわれが運動に成功
家電製品を省エネのものに買い替 てＩＭＦは日本にレポートを書いた。
させておくのか。問題に取り上げる していたら今回の事故は起こらなかっ えて、半分に減ったあとを太陽光発 「日本の経済はもはや持続可能では
べき。
たと思うから。何を失敗したのか？ 電で賄うと、２ｋＷで足りるでしょ ない」と。これから没落するという
日本の電力会社の株主上位には？ 問題は３点あると思う。
う。それに必要な屋根の広さは８畳 ふうに書かれているわけです。
去年、世論の８２％は脱原発でし
１つ目、危機感をあおり過ぎたこ 間１つ分です。太陽光発電コスト１
国民が皆勤勉で、技術がある、条
た。一方、同時期の東電の株主総会 と。危機感は長持ちしません。
９円の時代がついにきています。
件が整っている国が、なぜ没落しな
では原発維持推進が８９％でした。
２つ目、とにかくリアリティーを 原発やめてスマートグリッド導入を くてはいけないのですか？それは政
では誰が株主か？調べてみると上位 伝えることが大事。
各戸の自給に加え本当は地域での 策が間違っているからです。
には「生命保険、銀行、何々信託銀
３つ目、２６年前お金をつくる構 自給が望まれる。スマートグリッド
将来の子どもたちに
行（その株主を調べるとまた銀行、 造に気づいていなかった。金の流れ といい、導入は世界最大投資額です。 要は、これまでどうしてこんな発
信託、生命）」という全部金融機関 を変えなければ原発は止まらない。 必要な技術は５つ、省エネ製品、バッ 想しかして来なかったかというと、
という買い支え構造です。本来だっ
節電に忍耐は要らない
テリー、電気自動車、自然エネルギー、 新しい別の可能性に気付いていなかっ
たら極めて安い金利で借りることが
世界の家庭の中で一番省エネして ＩＴ技術。その全てで日本企業は国 たということだと思う。
できるのに長期プライムレートとい いるのはわれわれ日本の家庭です。 際競争力を持ってきた。これを生か
われわれの未来には、もう一つの
う高い金利を金融機関に払っている。 その上で電力の利用の中身をみると、 せば原発災害をターニングポイント 未来がある。自然エネルギーになっ
東電はもっと高い金利を払えばもっ ３分の１が電気器具、３分の１がお にできるだろう。
ていたならば原子力はない。なおか
と電気料金上げていけるということ 湯、３分の１が暖房で、３分の２ま
スマートグリッドを入れて地域で つ地球温暖化が解決している。世界
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の石油戦争がなくなって相当平和な
社会になる。そして将来の子どもた
ちにとって、恐らくとてもいい社会
を届けることができる。
私たちが常に可能性を知って自覚
的に動くこと、その可能性を見なが
ら社会を切り替えていくことができ
れば、私たちの未来は決して暗いも
のにならないといえると思います。
２０５０年の未来の子どもたちに

どうしてもいわれたい言葉がある。
「こんな素敵な社会になってくれた
のは、２０１１年３月１１日が社会
のターニングポイントになっている
んだね。」というふうにいわれたい
のです。
＊講演の 要約・文章化の責 任は
鎌倉・九条の会にあります。

小出裕章さん講演会ｉｎヨコハマ

年以上一貫して原発の危険性を訴え
てこられた情熱が言葉の端はしに現
れ、さらにスクリーンに表示される
丁寧で簡潔なデータやレジュメ等も
理解しやすいものでした。
講演はまずキュリー夫妻の放射線
発見後の被曝の歴史から始まった。
被曝の被害について、ＤＮＡを含め
分子結合を切断・破壊する現象は被
曝量の多少に関係なく起こること。
多量被曝では細胞が死に組織の機能
が奪われてほぼ１００％死ぬ急性障
害の怖さ。さらにしきい値（症状の
出る最低被曝量）以下の少量被曝で
あっても、分子結合がダメージを受
けることや、がんや白血病になる確
立が高くなることは避けられないと
いうことなどが様々なデータを基に
説得力がありました。
今 日 の 標 準 的 な 原 子 力発 電 所 １
(
００万Ｋｗ は
) 毎日３㎏のウランを
核分裂させて電気に変換できるのは
その３分の１だけで２㎏は利用でき
ずに廃棄する。ちなみに広島原爆で
核分裂したウランの量は８００ｇだ
から、ただ１基の原発で毎日広島原
爆４発分のウランを使用し、その廃
棄燃料はほとんど死の灰になる。原
発が１基だけ１年間運転すれば広島
原爆がばらまいた死の灰の１０００
発分を超える死の灰を生み出す！

しかしすでに起きてしまった福島
事故について、これを阻止できなかっ
た大人には全員何らかの責任がある。
小出さん自身もこれまで一貫して原
発事故への警鐘をならしてきたが力
及ばなかったことを詫びました。だ
が子どもたちは放射線被曝リスクが
大人に比べて桁違いに高く、彼等に
は何の責任もなかったのであるから、
子どもたちをこれ以上被曝させては
絶対にならない！
そして子どもたちには絶対安全な
食品を与えなければならない。同時
に福島近郊、そして日本の第一次産
業を壊滅させるわけにはいかない。
ならば５０～６０才以上の大人たち
はあまり神経質に食品を選んではい
けない。多少の汚染食品は、１０禁
から６０禁といった分類をして、子
どもや若者を放射能被害から守って
いこう。そしてこれを機会にわれわ
れの大量消費社会を反省しよう！原
発はいらない！原発を全部やめても
停電しない、させない！と最後まで
熱く語りました。

小出裕章さん関連書籍

「原発はいらない」
幻冬 舎
「騙されたあなたにも責任がある

幻冬 舎

原発と憲法９条」
遊絲 社

脱原発の真実」

「小出裕章
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「子どもたちを放射能から守るために！ 」
～原発事故から考える、
いま私たちがやらねばならないこと～
横浜神奈川芸術劇場

以上におよぶ学生たちの熱気溢れる
企画と構成は、子連れブースも設け
られていた母親たちや老若カップル
も目立つ多種多様な観客たちに熱心
に耳を傾けさせ、閉会後開催された
パレードの参加者も多かったようで
す。
小出さんについては３・１１以後
著書でも知られるが、やはり実際の
講演では、冷静な話ぶりの中にもこ
れまで原子核工学研究者として４０

２０１２年５月２６日（土）

小出裕章さん（京都大学原子炉実
験所助教）の講演会は会場いっぱい
のなかで開催され、前半は実行委員
を勤めた明治大学学生の挨拶や学生
制作ビデオ、さらに反原発に積極的
な活動をする山本太郎さんのビデオ
メッセージや松田美由紀さんの話が
ありました。その後、原子力科学者
小出さんのデータに基づく簡潔でわ
かりやすい説明と松田さんとの対話
等もありました。閉会まで３時間半

報告

５月の９の日行動
このように大多数の市民が再稼動に反対してい

原発再稼動について

シール投票を行う

るのに、国民の声を無視してついに政府は大飯原
発を再稼動させてしまいました。事故の原因も解

５月の９の日行動は毎年憲法記念日の３日に行っ

明されず、原発の状

ています。５日のこどもの日に北海道泊原発が定

態も把握できず、放

期点検のため止まると予定され、この日で日本に

射性廃棄物の処理は

ある原発が全て止まった２日前のことでした。

出来ないというのに、

前日の夜からの大雨が収まらず、あいにくの天

地震の多い日本にこ

気で、果たして実施できるか危ぶむ声もあったほ

のような破滅的な事

どでしたが、地下道で行いました。人通りはいつ

故の後になっても原

もより少なく、傘を持っていると投票するのもた

発を動かすのは、国

いへんでしたが、２２５人の方が投票してくださ

民の声には耳を傾け

いました。

ず、原子力ムラにのみ顔を向けている証拠といえ
ます。毎金曜日の官邸周辺の集会や７月１６日の

結果は以下の通りです。

代々木公園の集会に続き、再稼動を止めさせるま
で声を上げ、行動していきましょう。

原発再稼動に
賛成

７人

３．１％

（投票結果は１８日から２０日まで鎌倉生涯学習センター

反対

２０６人

９１．５％

で行われたＮＰＯフェスティバルに、この結果を掲示し、

どちらともいえない

投票をお願いしたところ３０人以上の方が協力してくださ

わからない

１２人

いました。その人数も含みます．）

５．３％

お 知 ら せ
☆第２回鎌倉憲法学校 ☆毎月の９の日行動
現代日本の社会と憲法

鎌倉九条の会は毎月９日に鎌倉駅東口でリー

～人間の尊厳にふさわしい生活を営むために～

フを配っています。短時間でもご一緒に！
毎月９日

５００円

１１時～

小町通・鳥居前、九条の会・旗の前に集合

申込みは８月１３日（月）より

講師；渡辺

１５時～

土・日・祝日

１０月１３日（土）１０時～１６時
鎌倉商工会議所・地下ホール

平日

（雨天の場合は 地下道）

☆九条の会講演会

治さん

（九条の会事務局次長・一橋大学名誉教授）

主催；九条の会

９月２９日（土）

〔第１講〕１０：００～１２：３０

１３時～

会場；東京日比谷公会堂

◆マスメディアと表現の自由

講師；大江健三郎、奥平康弘、澤地久枝

～いま、マスコミはどうなっているのか～

詳しくは、九条の会ホームページを！

〔第２講〕１３：３０～１６：００
◆現代の憲法改正案を読む

賛同者の皆さまへ

～いま、なぜ改憲か～

住所・氏名に変更がありましたら、ご連絡

（第１・２講とも質疑応答・まとめの時間を含みます）

ください。
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