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                 要  約 

 2011 年 10 月に福島県を視察した。福島は地震、津波、原発事故、風評被害の 4 重苦の

中にあった。東日本大地震による福島第一原発の事故を受け、2011年 5月から全面停止し

ている浜岡原子力発電所では、津波対策工事が進められている。 

今年 7月からは、再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に、再生可能エネルギーの固

定価格買取制度が始まる。愛知県武豊町で営業運転を開始した「メガソーラーたけとよ」

は、2種類のシリコン太陽電池を使用し、発電出力は 7.5ＭＷであった。一方、米国シカゴ

の街には、太陽電池で駆動する減容機能付きごみ容器が点在し、インディアナ州では 100

基を越す風力発電が、ハイウェイの両側に整然と屹立していた。 

北海道泊原発 3号機が、2012年 5月 5日に定期検査のため発電を止めたことにより、国

内にある原発 50基はすべて停止した。原発は退場すべきか。原発を今後どの程度利用して

いくのか、原子力への依存度を中長期的に低減させていく方法をどうするのか、今ある原

発も含め脱原発で以降はまったく利用しないのか、私たちは重い判断に迫られている。原

発ゼロを迎え、エネルギーについて一から考えなければならない必要性に迫られている。 

 

キーワード：福島、浜岡原子力発電所の津波対策、再生可能エネルギー固定価格買取制
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１． はじめに 

 2011年 3月 11日に東日本大地震が発生し、東京電力福島第一原子力発電所で甚大な事

故が発生して以来、わが国で稼働する原子力発電は次々と停止していった。北海道泊原発

3号機が、2012年 5月 5日に定期検査のため発電を止めたことにより、国内にある原発 50

基は、すべての発電を停止した。電力の 3割を担ってきた原発の稼働が皆無という、前例

のない異常事態の中に入った。原発はトラブルや不祥事で止まると、再び動かすのが難し

く、電力危機に直面しやすいといわれている。原発ゼロを迎え、私たちはエネルギーにつ

いて、一から考えなければならない必要性に迫られている。 

 



２． 福島の現状 

2011年 10月 27～28日に福島県で開かれた、第 2回環境カウンセラー全国交流会に出席

した。全国から 53名の環境カウンセラーが集まり、初日は原発事故後のエネルギー、放射

能汚染と復興への対応、被災地の生態系回復と環境教育をテーマに、活発なディスカッシ

ョンを持った。福島県が放射能汚染に対峙している現状と、復興に向けての課題は、環境

カウンセラーの資格を持つ福島県職員から伺った。 

翌 28日は、磐梯熱海から放射能のホットスポットとなった飯舘村を経由し、原発 20km

圏内の警戒区域を抱える南相馬市へ入った。放射線量計の「はかるくん」で線量を測定し

ながら視察を行ったところ、データを書きとめた 16カ所のうち、飯舘村役場近くの数値が

最も高かった。コンパスで同心円を描いた原発 20km圏内、30km圏内の警戒区域エリア分

けが、いかに現実にそぐわないものであるかを実感した。 

南相馬市の原発 20km 圏内は、全国から協力に赴いている特別警邏隊により、立ち入り

が厳重に制限されていた。先週までは大阪府警、この週からは千葉県警の担当で幹線国道

が封鎖されていた。赤色灯が点滅するバリケードの向こうに町は見えるが、人の姿はない。

警察官が屹立する物々しい雰囲気は、同じ日本でありながら、国境線を連想した。 

           
原発 20 ㎞圏内警戒区域バリケード       飯舘村役場前：バス内部から撮影     

南相馬市は原発 20km圏内の警戒区域、原発 30km圏内の緊急時避難準備区域、計画的避

難区域など、避難区域の設定で市域が５種類に分断された。区域指定の分断により、住民

感情に隔たりが生まれていた。2009 年 10 月 1 日時点の人口は 71,008 人だが、2011 年 9

月 30日に緊急時避難準備区域が解除された後も、多くの市民は戻ってきていない。バスの

車窓からは、カーテンを閉ざした民家や、シャッターを降ろした店舗が何軒も連なってい

る様子が見てとれた。東日本大地震発生後、総務省から 37歳の方が、南相馬市に副市長と

して着任されているが、国との連携が十分機能していると感じることは出来なかった。 

 

３． 被害の実態 

大甕（おおみか）生涯学習センターで、被災者の方々から、震災当時と現在置かれてい

る状況などを直接伺った。時折声を詰まらせながら語られた家族を亡くしたつらさ、放射

能汚染の不安と恐怖、農業経営の苦しさ、暮らしの先の見えない不安、家族が離れ離れに

暮らす寂しさなど、どの方の話もずしりと胸に重く圧し掛かった。 

バスを降り、津波にさらわれた海岸線を、被災者の方々の案内で視察した。多くの民家

が立ち並び、町があったはずの場所は、ただっ広い荒地に変わっていた。以前の町の様子

を知る被災者にとって、この光景は幾度目にしても、胸に詰まるものがあるという。所々

海水が残っている箇所も見られた。災害廃棄物は、木材、鉄、瓦礫など種類ごとに山積み



されていたが、福島県内の災害廃棄物は引き取り先、処理方法が具体的に決まっていない。 

福島県は地震、津波、原発事故、風評被害の 4重苦の中にあった。原発事故当初はマス

クをして、外になるべく出ないようにし、洗濯物も外に干さなかった人たちが、いつまで

も神経質にしていたら生活が続かないと、今ではマスクなしで外出している。一方、これ

まで良好に保たれていた近隣の人々のつながりが、居住地区の分断や環境ストレスにより

崩壊しはじめ、生態系が寸断されるなど、様々な面で生活バランスが崩れはじめていた。 

東京に住む息子は職場から、娘は大学生として東北の地でボランティアを経験してきた。

現地から様々なことを学び感じたようで、福島行きは 2人からぜひ行くべきと強く勧めら

れた。福島で見聞したことは、一生忘れることが出来ない、かけがえのないものとなった。

できることなら全国の人が福島・東北を訪れ、彼の地の人たちが置かれている状況、地震・

津波の脅威、原子力発電を通したエネルギー政策の有り方について、様々なことに気づき、

考え、問題を共有・理解することが大切と考える。3.11以降は、国民が主体となってわが

国のエネルギー政策の行方を決めるべきと、強く考えるようになった。 

 

４． 浜岡原子力発電所の津波対策 

中部電力(株)浜岡原子力発電所は、東日本大地震の発生と、東京電力福島第一原子力発

電所の事故を受け、2011年 5月 9日に全面停止した。2012年 3月 8日に津波対策工事を見

てきた。浜岡原発は５回目の訪問となる。発電所敷地海側の砂丘堤防背面及び側面の一部

に、高さ 18ｍ、総延長 約 1.6kmの防波壁を設置する工事が行われていた。発電所敷地内

の浸水防止対策として、海水取水ポンプエリアの防水壁設置、建屋内浸水防止対策、冷却

機能確保のための緊急時海水取水設備である防水構造の新設ポンプ室の設置、ガスタービ

ン発電機などの設置場所となる高台（標高約 40ｍ）整備造成工事現場などが施されていた。 

 3月 21日には、福島第一原発の事故で、その後明らかになった事実も踏まえ、安全性に

余裕を持たせるため、防波壁の基礎部分を岩盤に埋め込む深さを、平均 2ｍ深くして 2～6

ｍにする計画が発表された。原子炉建屋の構造も、定期点検時などに物資を搬入する大型

扉を、これまで締めるのに約 20分かかったが、変更後は 3分程度に短縮でき、急な津波襲

来に対応できるよう、従来のスライド方式から観音開きに変える。使用済み燃料を当時の

貯蔵量 1,700体で計算していたが、最大貯蔵量の 2,800体として熱量などを計算し直した

結果、高台に設置する冷却用の貯水設備の容量も、6,000㎥から 9,000㎥に増やす計画が、

2011年 7月に発表された。電源供給や冷却設備の系統を増やすのに伴い、ガスタービン発

電機や配電盤なども増設する。津波工事にかかる費用は、当初の見込みの１千億円から

1400億円に増額された。工事終了は、2012年 12月末を目指している。 

その後、内閣府の南海トラフの巨大地震モデル検討会（座長：阿部 勝征東京大学名誉

教授）は、浜岡原発がある静岡県御前崎市の海岸には、最大で高さ 21ｍの津波が押し寄せ

るとする、新たな想定津波高を 3月 31日に示した。福島第一原子力発電所の事故調査、中

央防災会議の検討等より得られる知見について詳細検討をおこない、必要な対策を講じて

いくとの見解を中部電力は示している。津波対策にかかる工事の全体像は、これから更に

固められていく。これらの安全対策が、福島第１発電所に施されているべきであったと強



く思う。残念でならない。津波の想定値が変わるたびに、防護壁を次から次へかさ上げす

る施策がはたして安全と言えるのか。大地震、大津波が発生した際、原子力発電所内の浸

水を防ぐ、原子炉を冷やす機能を確保することの重要性を痛感した。 

 

５． 「メガソーラーたけとよ」と再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

日本の 2009年度の電源別発電電力量構成比は、天然ガス 29%、原子力 29%、石炭 25%、

水力 8%、石油等 7%、地熱及び新エネルギー1%（出所：中央電力協議会「平成 22年度供給

計画の概要」）。日本のエネルギー自給率は、原子力発電を除くとわずか 4％と極端に低い。

エネルギーの中心となっている天然ガスや石炭、石油などの化石燃料は、海外からの輸入

に頼っている。今後も安定的にエネルギーを確保していくため、化石燃料に替わるエネル

ギーの確保が課題だ。そのような中、新たなエネルギーとして注目されているのが、太陽

光や風力、バイオマスなど自然の力を利用した再生可能エネルギーだ。資源が枯渇せず繰

り返し使え、発電時に二酸化炭素（CO2）をほとんど排出しない環境面のメリットもある。 

今年 7月から、再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に、再生可能エネルギーの固定

価格買取制度が始まる。固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーによって発電された

電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるものだ。買い取りに

要した費用は、「賦課金」として消費者が負担し、電気代の一部として支払う。火力・原子

力発電が 20世紀に発展したエネルギーであるのなら、21世紀の今は、再生可能エネルギ

ーの飛躍的な発展のためにも、太陽光発電の商業営業の必要性を痛感する。 

2011年 10月に、愛知県武豊町で営業運転を開始した「メガソーラーたけとよ」は、2

種類のシリコン太陽電池を使用している。発電出力は 7.5ＭＷ（7,500kW）。縦約 1.3ｍ、横 

約 1.0ｍ、設置角度 20度の 39,168枚の太陽光パネルが、ナゴヤドーム約３個分の敷地に、

整然と並んでいた。想定年間発電量 730万 kWhは、一般家庭約 2,000世帯分の年間使用電

力量に相当する。視察した日は生憎の曇り空で、444kWの発電出力だった（2011年 3月 7

日）。発電方法の比較でみると、「メガソーラーたけとよ」は１年間で 730万ｋＷｈ、碧南

火力発電所 5号機は 8時間で 800万ｋＷｈ、浜岡原子力発電所５号機は 6時間で 828万ｋ

Ｗｈとなる。太陽光発電は、火力・原子力に比べると、出力は確かにまだまだ未熟で小さ 

なものだが、技術開発による今後の発展可能性に期待したい。 

とはいえ、欧州ですら日本で一般に言われているほど、自然エネルギーの導入が進んで

いるわけではない。ドイツは、発電電力量の電源構成（2008年）のうち、風力発電は約 6％、

バイオマス発電は約 3％、太陽光発電は約 1％に過ぎない。自然条件に恵まれ、環境意識の

高いドイツでも、自然エネルギーの普及は容易ではない。 

           

メガソーラーたけとよ              出力表示板     



武豊火力発電所は、1966年に運転開始した老朽設備だが、浜岡原子力発電所全停止要請

を受け、必要に応じ再稼働している。鉄骨に赤錆が浮き、漏れる雨水をバケツで受けとめ

ていた。原子力発電所の中央制御室とは大きく異なり、ブラウン管モニターが設置された

旧式の中央制御室も見てきた。関係者の技術の積み重ねと努力に敬意を表するとともに、

トラブルの心配がつきまとう老朽化した火力発電所を再稼働せざる負えない今の状況は、

非常事態、異常事態であると痛感した。火力の燃料費も経営を大きく圧迫している。 

 わが家の契約電力を 2012年 2月に中部電力(株)に依頼し、これまでより 10アンペア引

き下げた。昨今の節電・省エネ意識の浸透から、契約アンペアを下げる一般家庭が増えて

いると予測していた。しかし、工事担当は、「契約アンペアを上げる工事依頼の方がずっと

多い」と言われた。家庭で使う便利な電気製品の増加、大型化・多機能化、部屋毎に取り

付けたエアコン、家族が揃った時の使用電力が増えたため余裕を持ちたいなど、アンペア

を引き上げる理由は様々だ。国内の全原発停止を受けて、毎日新聞は大阪本社と総支局を

通じ、西日本で 100人を対象に聞き取り調査を 2012年 4月 27日～5月 1日に実施した。

節電への取り組みは、「節電に取り組んでいる」と、「今後取り組みたい」と合わせて、84％

が前向きな姿勢を示している。節電意識は確かに高まってきているが、快適で便利な暮ら

しを求め続ける現代において、家庭の電力使用量を抑える難しさを改めて認識した。 

 

６． 米国の再生可能エネルギーと電力事情 

多くの人が行き交うシカゴのミシガンアベニューの交差点に、太陽光パネルを付けた減

容機能付ごみ容器が点在していた（2011年 1月 28日）。容器内のごみが一定の高さに達す

ると太陽電池を駆動させ、レーザー光を使った感知装置が作動して自動的に減容を開始し、

通常の 5倍ものごみを圧縮処理できる。通信機能を持つ容器は、内部が満杯になると、監

視システムを活用して担当者に通報するので、回収作業の最適化が図れる。要員や容器の

効率的な配置が可能になり、最適回収ルートを選択する。ごみ回収に伴う運搬・収集回数

の削減、車両・人件費・運営コスト削減、温室効果ガス排出削減、道路の渋滞緩和、ごみ

リサイクル率向上などが計られている。側面にイラストとメッセージが描かれており、デ

ザインも洒落ている。人通りの多い街中に、堂々と設置されていた太陽光パネル付ごみ容

器は、大変目立った。米国の人々はコーヒーやコーラをワンウエイ容器に入れ、持ち歩く

ことが習慣になっている。バーガーやピザなど、ファーストフードのごみも毎日沢山出る。 

 米国は京都議定書から離脱し、地球温暖化防止の議論の中で、世界各国から非難を浴び

ることが多々あるが、市民への CO2 削減取組の効果的な見せ方、「見える化」、再生可能

エネルギー利用に、積極的な姿勢を感じた。太陽光パネルを取り付けたごみ回収容器は、

フィラデルフィア、ボストン、カナダのバンフ市なども導入している。 

       



インディアナ州ラファイエット付近の高速道路 65号線沿いには、100基を越す風力発電

が、ハイウェイの両側に整然と屹立していた。風車がはるか彼方まで続く風景は、壮大な

光景だった。風力発電の世界累計設置容量は、1位 中国、2位 米国、3位 ドイツ、4位 ス

ペイン、5位 インド（2010年末）。米国は金融危機等の影響で、2010年は市場が前年より

縮小し、累計導入量で中国に 1位の座を奪われた。 

米国の 2009 年の電源構成比は、石炭火力発電が 49％、原子力 24.1%、天然ガス 19.2%、

水力 2.6%、可燃再生・廃棄物 2.1％、地熱・風力等 1.6％、石油 1.3%（出展：IEA / Energy 

Balances of OECD Countries 2011 Edition）。世界有数の石炭埋蔵量を利用し、火力発電

は全体の約 70%を占める。原子力を除いた米国のエネルギー自給率は 65%だが、日本はわず

か 4%と、先進国の中では極めて低い。日本の火力発電所は、殆どが海岸線に立地している

が、国土面積が日本（377,930km2）の 25.5倍ある米国（9,629,091km2）は、内陸部の大き

な川沿いに石炭火力発電所などが立地し、街に電力を送っている。発電所は高い煙突があ

るので、ひと目でわかる。2020年までに北米の天然ガス生産量のおよそ半分は、シェール

ガスになると予想する研究者もいる。 シェールガス開発により、世界のエネルギー供給量

が大きく拡大するとの予想も出ている。 

       

 

７． 京都議定書から脱退したカナダ 

 カナダは 2011年 12月に、京都議定書からの脱退を表明した。京都議定書を批准した国

が脱退するのは、カナダが初めてだ。これに先立ち、2011 年 12 月上旬に南アフリカ共和

国のダーバンで開かれた気候変動枠組み条約第 17回締約国会議（COP17）で、温暖化防止

の取り組みに後ろ向きの発言のあった国に送られる「化石賞」を、連日授与されている。

カナダ政府の言動は、国際合意への期待を低下させるものとして、批判を受けた。 

 とはいえ、日本は 2013年から始まる京都議定書の第２期から離脱を表明している。この

こともあり、カナダを非難する立場にない。2013年以降、環境教育の場で、未来を担うこ

どもたちに、これをどう伝えていったらよいか迷いの中にある。 

 

８． 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ） 

 生物学者であるレイチェル・カーソンが著した「センス・オブ・ワンダー」の一節を以

下に記す。 

「子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激に満ち溢れて

います。残念なことに、わたしたちの多くは大人になる前に澄みきった洞察力や、美しい

もの、畏敬すべきものへの直観力を鈍らせ、あるときはまったく失ってしまいます。 

 もしもわたしが、すべての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力をもってい

るとしたら、世界中の子どもに、生涯消えることのない「センス・オブ・ワンダー＝神秘



さや不思議さに目を見はる感性」を授けてほしいと頼むでしょう。この感性は、やがて大

人になるとやってくる倦怠と幻滅、わたしたちが自然という力の源泉から遠ざかること、

つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する、かわらぬ解毒剤になるのです。 

 妖精の力に頼らないで、生まれつきそなわっている子どもの「センス・オブ・ワンダー」

をいつも新鮮に保ち続けるためには、わたしたちが住んでいる世界の喜び、感激、神秘な

どを子どもと一緒に再発見し、感動を分かち合ってくれる大人が、少なくとも一人、そば

にいる必要があります。」 

（新潮社発行：「センス・オブ・ワンダー」より） 

学校における環境教育の関心の高まりを踏まえ、自然との共生の哲学を活かし、人間性

豊かな人づくりにつながる環境教育をなお一層充実させる必要から、2011年 6月に環境教

育推進法が一部改正された。環境教育推進法から環境教育等促進法と、名前も変わった。 

国連が定めた「持続可能な開発のための教育の 10 年（ESD）」の最終年会合が、2014 年

に愛知・名古屋で開催される。ESD とは、一人ひとりが世界の人々や将来世代、環境との

関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育を意味する。社会の課

題と身近な暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み出すことを目指す体験型の学習

をはじめ、エネルギー問題を知り、原因を解決するためにできることを自ら考えて実行に

移す。伝統的な暮らしや自然と触れ合うことで人と物、人と自然、人と人との共存や多様

な生き方を学ぶといった学習が実施されている。ユネスコスクール登録に向けた動きも、

活発になってきている。福島の原発事故を経験したわが国だからこそ、世界をリードでき

るエネルギー環境教育があるはずだ。 

人は、ある環境問題について本当に理解し、納得したとき、初めてそれを解決するため

に行動を起こす。買うとき、使うとき、捨てるときに一息ついて考えてみる。価格や便利

さばかりを追求するのではなく、エコマーク商品や省エネ効率の高い商品を積極的に選択

するなど、環境負荷の小さい商品、お店や企業を選ぶことが大切となる。こどもたちが年

齢を重ねるごとに環境学習を体系建てて深めていくためには、環境に根ざした行動の実践

を促し、引き起こし、支援していく取組が重要となる。 

 

９． おわりに 

2011年 10月 31日に開かれた厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で、食品に含まれる放

射性セシウムによって受ける放射線の上限を、年間 1ミリシーベルトとする案が厚労省か

ら示された。食品に含まれる放射性物質は、福島第一原発の事故以来使われてきた暫定基

準にかわり、2012年４月から新しい基準が適用された。新基準は、原発事故で放出されて

食品に含まれる放射性セシウムの許容被曝線量が、暫定基準の年間 5ミリシーベルトから

1 ミリシーベルトに強化されたのに対応するもので、年齢別の摂取量など最も厳しい想定

で設定された。野菜や穀類、肉、魚などの一般食品は 1キロ当たり 100ベクレルと暫定基

準（500ベクレル）の 5分の 1になる。新たに乳児用食品に 50ベクレルの基準が設けられ、

飲料水はすべての人が毎日飲むことから、暫定基準の 200ベクレルから 10ベクレルに強化

された。食とエネルギー問題は、東北の被災地と強くつながっていることを再認識した。 



一方、中国は 2030 年までに原子力発電所を 100 基つくり、インド、ロシアでも原子力

発電所が大幅に増えると予測されている。サウジアラビアやベトナムは、人口増加に合わ

せ、原子力発電の導入が加速するとの見解がある。ベトナムのニントゥアン省で、2 基の

原子力発電所を建設する計画に、日本が協力することで合意している。原子力発電所の建

設は、日本の事業者が担う。ベトナムでは、韓国やロシアもそれぞれ複数基の原子力発電

所建設の事業権を獲得している。 

日本の原発は退場すべきか。原発を今後どの程度利用していくのか、原子力への依存度

を中長期的に低減させていく方法をどうするのか、今ある原発も含め、脱原発で以降はま

ったく利用しないのか、私たちは重い判断に迫られている。原発が立地するまちの財政や

雇用、人々の暮らしを考えると、今後どのようなロードマップを作成し、進めていくこと

が一番よいのか悩む。原発は危険があるという思いと、原発なしで日本の経済社会・私た

ちの暮らしは、はたしてやっていけるのかという不安の中で大いに揺れる。「エネルギーの

安定供給の確保は、安全保障の重要な一角を担う。悪しき政治こそ、エネルギー安全保障

の最大の脅威である。」と、中野剛志京都大学大学院工学研究科准教授は述べている。火力

発電の比率が上がり、輸入燃料の依存度が上がると、エネルギー安全保障は脆弱になる。

エネルギーの安定供給を、これからどう保っていくか。テロへの脅威も残る。 

温室効果ガスを 2020 年までに 25％削減する目標を見直すのか、エネルギー政策以外に

も、原発に絡んで見直すべき課題は多い。見切りの付け方が大変難しい。42年に渡り原子

力エネルギーの恩恵を享受してきた世代として、大きな事故を起こしたことによる負の遺

産を将来世代に残してしまったこと、原子力廃棄物の最終処分場がまだ決まっていないこ

とに後ろめたさがある。この夏、わが国の新しいエネルギー戦略がまとまる。賛成・反対

に関係なく、原子力発電エネルギーを享受してきた世代として、エネルギー政策の選択に、

みなが責任を負わなければいけない。中長期的な時間軸で考えていきたい。 

福島視察は、わが国の今後のエネルギー政策を見つめ直す貴重な機会となった。電気は

必然的に毎日使うエネルギーであるからこそ、日本のエネルギーの行方を自分事として考

えていきたい。国民主体の政策は、国造りの根幹につながるものと期待する。自分にでき

ることは何かを考え、実行し、被災地のみなさんを強く応援していきたい。 
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