原発ゼロ、再生可能エネルギーへの転換を
門真市職員労働組合 執行委員長 西本孝雄

れています。シーベルトは、人の被

曝量を表す単位です。

３月６日、枚方労連等が主催の放

射 線量 現地 測定に 私は 参加し てき

ました。

枚方市役所周辺を測定すると（毎

マイクロシーベルトか

上旬でも、毎時２億ベクレルが放出

ルトでした。一マイクロシーベルト

ら（毎時）０・

マイクロシーベ

福 島第 一原 発事故 の場 合は十 分の

されています。

時）０・
一にしかなりません。

福島第一原発事故から一年がたちました。事故を起こした原子炉の数が複数、事故の一定の収束に非常に長
い期間を要し、被害地域の広域であることなど被害の状況は世界的歴史的にも最悪の状況になっています。
「原
発ゼロ 再生可能エネルギーへの転換」が求められています。

最悪となった
福島第一原発事故
放射能とは、放射線を出す能力で

05

の数日間は、毎時二千兆ベクレル、

大気への放射性物質は、事故直後

限 度は 一ミ リシー ベル トで 規 制さ

医 療被 曝 を 除いた 年間 の被曝 量の

日本では一般市民の、自然被曝と

年 間の 被爆 量を試 算す れば七 百八

す。

り な いと 思 われま

の 地 域も そ う変わ

準 値 内で す 。門真

ベ ル トと と なり基

十 八 マイ ク ロシー

は 一ミ リシ ーベル トの 千分の 一で

４ ヶ月 以上 過ぎた ７月 下旬～ ８月

年間被爆量限度基準１ミリシ－ベールトを毎時に直すと０．１１４マ
イクロシーベルト。福島県のみならず、東日本の広範囲で年間被爆許
容量を超えることに。小出裕章「図説 原発のウソ」より

あり、放射能をもつ物質のことを放
射性物質といいます。
ベ ク レル と いう 単位 は放 射 能の
量を表す単位。一秒間に一個の原子
核 が崩 壊し 放射能 を発 すると 一ベ
クレルです。

09

す。

する「シンチレーション サーベイ メーター」

福 島 第一 事 故 に よる 放射 能 の放

放射線測定として使ったのは、ガンマ線を測定

出量は莫大であり、原子力安全・保
安 院の 発表 では一 京五 千兆 ベ クレ
兆ベクレルとされ

ルとされています。
広島原爆は

千分の一にまで減少するのに対し、

一年後の放射能は、原爆であれば

が多く含まれています。

分 にな る期 間―半 減期 が長い 核種

は、原爆と異なり、放射線の量が半

事 故 から 出 てく る放 射性 物 質 に

ます。

ており、その百六十九発分に匹敵し

89

「原発 はコストが安い」
というのは全くのうそ
政府は「原発はコストが安い」と
宣伝してきましたが、それは全くの
ウソであり、原発のコストは高いの
です。

だけではなく、高速増殖炉や核燃料
サ イク ル技 術のコ スト も含ま れま
す。
立地対策コストは、電源三法に基
づ く電 源立 地地域 に対 する交 付金
が中心の巨額の交付金です。

バックエンドとは、原発の後始末

トが加わります。
です。

バックエンドコストには、廃炉に
かかわるコストもあります。

政 府 に よる バッ ク エン ドコ スト

兆８千億円にも達し

ます。

見積り額は

学 教授 の大 島賢一 さん が有価 証券

しかし、この莫大な額も、①見積

こ の ①と ② のコ スト を立 命 館大
報 告書 を調 べて試 算し たのが 左の

も り以 外に 膨大な コス トがあ り、

つの選択肢があり、①使用済燃料を

使用済燃料の処理・処分には、二

円、廃棄物処分で六九七億円です。

り、二〇一〇年度実績で二四四五億

電 気 料金 の 原価 に追 加さ れ てお

に支払いが開始されています。

この バッ クエン ドコ スト は すで

定しているなどの問題もあります。

や 再処 理工 場が実 施す ること を 想

て いる 高レ ベル放 射性 廃棄物 処分

② 技術 的問 題で実 施不 可能 と なっ

とおりです。
大島堅一「原発のコストーエネルギー転換への視点」より

％と設定して
％を越えた

10.25
9.91
7.19

政府の発表する発電コストは、原
発の設備利用率を
計算していますが、

18

深くに埋設する方針で、安全になる

ま では 数万 年以上 を要 すると して

います。

日 本 列島 が 現在 のよ うな 形 にな

ってからまだ３万年程度ですから、

こ の廃 棄物 の安全 性が 確保で きる

のか疑問です。

映画「
１００．０００
年後の安全」

昨 年 ８月 に ドキ ュメ ンタ リ ー映

画「１００．０００年後の安全」を

②使用済燃料を再処理し、プラトニ

放 射性 廃棄 物の処 分が 不可能 であ

この映画は、原子力から発生する

見ました。

ウムを取り出して、使用済燃料をも

ることを警告していました。

このコスト以外に原発には、③の

棄物が発生します。日本政府は地中

性廃液とＴＲＵ（超ウラン元素）廃

再処理工程からは、高レベル放射

たな火（ 原=子力）
』を発見した。そ
の火は巨大な力があった。しかし人

の力で世界を支配した。人類は『新

「人類は『火』」を発見して、こ

事故コスト、④のバックエンドコス

方式とがあります。

う一度利用する 「核燃料サイクル」

直接処分 「ワンスルー」方式と、

原発のウソ」より

小出裕章「図説

の は一 九八 五～二 〇〇 〇年の ６年

コスト

間だけです。福島原発事故以来、原

コスト

発 設備 利用 率 は大 きく 落ち込 んで

発電の実際のコスト（１９７０～２０１０年度平均）

膨大 なバックエンドコスト

立地対策

コスト

おり、それだけで発電コストは高く
なっています。
発電コストには、①「発電事業に
直接要するコスト」、②政策的誘導
を行う場合の追加コスト「政策コス
ト」③原子力発電には、原子力事故
後に発生する「事故コスト」④核燃
料 を使 用し た後に 残る 使用済 燃料
の処理・処分をするコストバックエ
ンドコストがあります。
②の「政策コスト」には、技術開
発 コス トと 立地対 策 コ ストか らな
ります。
技術開発コストとは、単に現在動
かしている軽水炉（日本の一般的な

研究開発

合計
接要する

80

原子炉）にかかわる技術開発コスト

政策コスト
発電に直

0.26
0.03
0.02
1.46
0.01
0.08
8.53
9.87
7.09
原子力
火 力
水 力

円／キロワット時）
（単位：

80

類 はそ の火 を消す こと はでき なか

んじゅ」直下に活断層があることが

フ ィ ンラ ン ドの オル キオ ト 島の
えないウラン」
（ウラン全体の９９．

（ウラン全体の０．７％だけ）と「燃

冷却します。ナトリウムという物質

うことはできません。ナトリウムで

って、原子炉を冷やすために水を使

●「プルサーマル計画」

から撤退しています。

ド イツ など 各国は この 高速増 殖炉

フランス・アメリカ・イギリス・

判明しています。

安 定し た地 層の深 さ五 百メー トル
３％）からなっています。この「燃

は、
「水に触れると爆発する」
「空気

高速増殖炉は、一般の原子炉と違

せん。

万年

に触れると火災を起こす」という、

天然ウランには「燃えるウラン」

うのは明らかです。

の地点に、放射性廃棄物を
えないウラン」をプラトニウムに換

化学活性が非常に強い物質です。

った…」

間保持する永久処分施設を決定し、
えて利用するのが、高速循環炉を中

万 年 間保 持 する 永久 処 分施設
原子 力発 電所 が 生み 出す使 用済

●六ヶ所村再処理工場（
青森県）

やしながら、プラトニウムをつくる

そん な危 険なも ので 原子炉 を冷

をイギリス・フランスに委託して、

で、日本は使用済み核燃料の再処理

増 殖炉 がす ぐに実 現す るとの 前提

プル トニ ウムを 燃料 とする 高速

心とする核燃料サイクル計画です。

をつくるのは、放射性廃棄物が放射

万トンにのぼるプルトニウムを

ムを取り出す作業をおこなうため、

ば、大火災。水をかけて冷やすこ

地震 が起 きて配 管が 大きく 破れ

す。このプルトニウムを原発で燃や

分離して、ため込んでしまっていま

普通 の原 発はウ ラン を燃や して

すのが、
「プルサーマル計画」です。

青 森県 六ヶ 所村に 再処 理工場 があ
しかし、事故やトラブルで本格的

発電するために設計。プルトニウム

ります。
な操業のめどが立っていません。高

を 燃や せば 様々な 問題 が出て くる

が、アフリカで誕生した、想像もで

レ ベル の放 射性廃 棄物 が全国 から

きない大昔です。

一年間に約八百トン集められ、あと

この映画は「
暮らす人々に、放射性廃棄物の埋蔵

５年で満杯になります。

数分の１、石炭の数十分の１しか、

用 でき るエ ネルギ ー 換 算で石 油の

原子力の燃料であるウランは、利

５ ００ 万円 支出し なけ ればな りま

に一兆円も支出。休止中でも１日５

止中です。この「もんじゅ」にすで

漏れ、火災などで度重なる事故で休

そ の翌 年か ら冷却 材の ナトリ ウム

全 炉心 にも つフル ＭＯ Ｘ原発 は大

倍の毒性を持つものであり、それを

プラ トニ ウムは ウラ ンの 数 十万

（青森県大間町）です。

界 初の フル ＭＯＸ 原発 が大間 原発

全炉 心に 燃料を 燃や すため の世

で、大変危険です。

ガ ソリ ンを 混ぜて 使う ような もの

ます。例えるならば石油ストーブに

酸化物燃料）は安全だと説明してい

（ ウラ ンと プルト ニウ ムとの 混合

政府 と電 力会社 は、 ＭＯＸ 燃料

のは当然です。

場 所の 危険 性を確 実に 警告で きる

ともできません。２００８年に「も

方法はあるのか？」と問いかけてい
ます。

●高速増殖炉「
もんじゅ」（
福井県
敦賀市）
高速増殖炉は、ウランからプルト
ニ ウム を効 率的に 作り 出すた めの

地球上に存在しません。ウランは石

１９９４年から動かし始めたが、

特殊な原子炉です。

油よりも先に「寿命」が尽きてしま

いわれています、

石燃料（石油）が渇水するから」と

危険な原発を推進する理由に「化

核燃料 サイクルの破綻

万年後、そこに

のが、高速増殖炉です。

み 核燃 料か らウラ ンと プラト ニウ

るからです。

線を発しなくなるのは

万年かか

影した映画です。

現在建設中で、この施設を実際に撮

原発のウソ」より

小出裕章「図説

１０

４５

１０

万年前というのは、現在の人類

１０

１０

１０

高速 増殖 炉 を中 心と した核 燃料

変危険です。

な 価格 で買 い取る こと を電力 会社
に義務付ける政策です。

固定価格買取制によって、買取費

用 が賦 課さ れると 電力 料金が 大幅

に上がるのではないか、という産業

年以

定 に陥 ると いった 深刻 な問題 が生

じたことはありません。

日本は、ドイツに比べて

ていく時間は十分にあります。

二 〇 一一 年 八月 に日 本に お いて
も「電気事業者による再生可能エネ

確かに、固定価格買取制を導入す

時 限を 切っ た脱原 発プ ログラ ム作

サ イク ル 計 画の破 綻に よって プル
ル ギー 電気 の調達 に関 する特 別措

れば、買取料金が賦課されるので、

上遅れています。再生可能電力を導

トニウムが大量に余り、それを消費
置法」が制定され、固定価格買取制

電力料金の上昇圧力になります。し

かし、電気料金については多角的に

成の必要性

独 占体 制な ど系統 のあ り方を 変え

おらず、買取価格が適切な水準に設

検討が必要です。

界の懸念があります。

す るた めに さらに 危険 な原発 を建
が法制化されました。ただし、買取

入する中で、従来の電力会社の地域

てていくという「悪循環」になって
価 格水 準に ついて は法 律化さ れて
定される必要があります。

再 生 可能 エ ネル ギー は普 及 が進

ツ 国内 の全 ての原 発を 廃止す ると

昨 年８ 月に 二〇二 二年 までに ドイ

政権内部で脱原発の議論を開始し、

ドイ ツは 福島第 一原 発事故 後 に

算もあります。

に よる 上昇 幅の二 倍近 くにな る 試

費 の上 昇分 は固定 価格 買取制 導入

います。二〇二〇年段階の化石燃料

制 より も影 響が大 きい といわ れて

よる資源高のほうが、固定価格買取

設備容量がある。

力（ 2010
年 月
万キ
3 末時点で 4885
ロワット）をはるかに上回るだけの

日 本の 再生 可能エ ネル ギーは 原子

石油や石炭の世界的な需要逼迫に

んでいないため、その発電コストは

い う政 策を 閣議決 定す るとい う 最

普及 が進 むドイツの経験

現在、高いのは事実です。

も 機敏 な脱 原発の 政策 判断 を くだ

然エネルギー）への転換をおこなう

しかし、再生可能エネルギーの発
しました。

必要があります。

電コストは、いつまでも高いわけで

ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技

長期的には低下していきます。

考慮した導入可能量）は、非住宅系

テンシャル（自然条件・社会条件を

さらに、電気料金には、原子力に

ド コス ト な ど見え ない コスト がか

ロワット。

か かわ る 事 故コス トや バック エン

ドイツは、固定価格買取制を早く

かっています。脱原発を進めれば、

の太陽光発電のみで 億
万キ
1
5000
ロワット近くに。洋上風力 16
億キ
から導入し、再生可能エネルギーの

電 の再 生可 能エネ ルギ ーの導 入ポ

太陽光・風力・中小水力・地熱発

再生 可能 電力 は 天候 に左右 され

このコストを節約できます。
雇用の増大（７～９万人純増）、

不安定であるため、系統（送電シス

大幅普及に成功しました。

光発電ロードマップ」によれば今後

温室効果ガス削減（二〇〇八年時点

ロワット。

再 生可 能 エ ネルギ ーに よって 配給

されても、電力システム全体が不安

倍に相当
5.7

の技術開発において、上表の目標が

が ると いう 電力会 社 の 懸念が あり

億キロワットの
9074
する。

テンシャル総発電量 兆
万キ
5
1800
年の日本の発電量
2010
輸入資源（化石燃料）減少によるエ

ます。

テム）に影響を与え、電気の質が下
ネ ルギ ー安 全保障 の確 立など の副

・４％削減）、

及していくための政策として、固定

で一九九〇年比で

術総合開発機構）が公表した「太陽

環境省の報告書によれば、導入ポ

はなく、普及や技術開発によって、

る原発から再生可能エネルギー（自

このような危険で、コストのかか

再生可能エネルギー
への普及に向けて

います。

20

掲げられ、再生可能エネルギーを普
価格買取制があげられます。再生可

次的効果も生み出しています。

％近い電力が

能 エネ ルギ ーによ って 生み出 され

産業界・
電力会社の懸念

ドイツのように

た電力を、発電事業が成り立つよう

20

22

脱原発のためのコストと便益の
試算
年の期間で 年
15
1 あたりの金額。
年 7.8
月の実績のように節電
2011
で電力需要を ％
15削減でき、電力の
％ を 再生 可能 エ ネル ギーで 供給
20
すると仮定。
コスト
① 節電 や再 生可能 エネ ルギー の普
及 が十 分に なるま で 火 力発電 によ
る追加的な燃料費が発生
しかし、再生可能エネルギーが増
えるにつれ、火力発電による燃料費
は減少
年間で平均年 5300
億円
15
② 再生 可能 エネル ギー 導入に かか
る追加的コスト

年間で平均年２兆円程
15

年間で平均年１兆 4700
億円
15
以上を合計すると、脱原発に要する
費用 今後
度
脱原発の便益（脱原発によって回避
されるコスト）
①原発を動かす費用の節約
② 原発 によ る長期 的に 必要な 再処
理費用の節約
廃棄物の処理
TRU

③ 再処 理か ら生み 出さ れる高 レベ
ル放射性廃棄物や
費用の節約

④ 原子 力政 策推進 の財 政支出 の節
約 技術開発経費、地元懐柔策とし

年
15

て 支出 され る電源 三法 交付金 など
の立地対策費
合計すると脱原発による便益
間で平均年 兆
億円。 脱原発
2 6400
の便益はコストを上回る。
さらに事故コストやバックエンド
コストを考えれば、脱原発にかかる
コ スト より も 原発 に依 存する コス
トのほうが大きいのは明らか。
求められ市民の責任ある関与
福島 第一 原発事 故 の 教訓を 生か
すためには、国民の強い政治的意志
を形成しなければならない。脱原発
社会の実現は、私たち自らの「責任
ある関与」にかかっている。

