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忖度となすり合い

1． トリチウム汚染水の海洋放出問題と責任のなすり合い
福島第一原発事故サイトでは、燃料デブリの冷却水と原子炉建屋およびタービン建屋
内に流入した地下水が混ざり合って大量の汚染水を発生している。これらは放射性物質
除去装置にかけて汚染水タンクに「処理水」として貯蔵しているが、処理装置では除去で
きないトリチウムを含んでいる。貯蔵されている「処理水」は過去 7 年間に総量 100 万
㎥を超え1、敷地内に 1,000 ㎥のタンクが林立している。その結果、タンク増設のための
用地はあと 3 年弱で満杯になる見込みだという2。そこで、当事者たちは、海洋放出の環
境づくりに奔走しだした。その一部は前号で紹介したが、もう一度おさらいしておきたい
3。

昨年 7 月に、東電の川村隆会長と原子力規制委員会の田中俊一前委員長との間に大人
気ない鞘当てのような口論が報じられた4。両者ともアドバルーンのような発言はするが、
決定責任を回避しようとしていた。わたしは納税者として、責任者の明示を要求したい。
それがなければ、そもそも真面目な議論の場が形成されない。
東京電力福島第一廃炉推進カンパニー・最高責任者の増田尚宏 CDO が今年３月に、日
本経済新聞社のインタビューに応えて、
「トリチウムに害がないことは共通認識になって
きた。
（処分方法について）地元との対話を始めたい」と話したことが報じられている5。
「増田氏は『
（海洋放出は）一つの選択肢』とした上で『政府の決定に沿って、我々が責
任を持って実現させる』と改めて強調した」とのことである。この記事の書きぶりからす
ると、方針決定責任者は政府だと認識しているようである。昨夏に東電の川村会長と田中
前委員長が、相互に相手が決定するべきだと論じていたのを、最近も増田 CDO と更田委
員長の間で繰り返している。
さらに最近、去る 5 月 30 日に、原子力規制委員会が東電の小早川社長を委員会に呼び
出して、更田委員長が「責任主体はどこなのか」と問い詰めているのがテレビ放映された。
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小早川社長は「われわれが一方的に決めるわけにはいかない。科学的安全性だけでなく処
理水の扱いが風評被害につながるのが一番の懸念事項だ」
「処分の方針がまだ出てこない
状況なので、とにかく私どもは待ちの状態だ」と弁明していたが、規制委員会の更田委員
長は「切羽詰まった問題に対して、国の結論をただ待っているだけというのはリーダーシ
ップとは言わない。その姿勢そのものが問われているのではないか」と責めていた6。し
かし、規制を仕事とする原子力規制委員会がなぜ「後始末」業務遂行について、このよう
な意見をいうのかも職掌が混乱しているとしか思えない。
昨年夏から続いてきたトリチウム汚染水海洋排出問題についての原子力規制員会の議
論は、田中前委員長－川村会長、更田委員長－増田 CDO、更田委員長－小早川社長との
間で、責任のなすり合いが３ラウンドにわたって繰り返されている。そして、どちらの組
織も結論は海洋放出を目論んでいる。議論の中身の問題ではなくて、その決定責任者とし
て市民に対してアナウンスするのが政府側か東電側かという点でもめているだけで、株
式の 50％以上を政府出資に頼っている東電に、政府が格好をつけているのは、いかにも
見え透いた責任逃れを行っているとしか見えない。
２．SPEEDI をめぐるなすり合い
原発に過酷事故が発生したとき、放射能を含むプルームが原発敷地からどのような気
流になって風下地域を汚染していくのかという予測ソフトが現在に至るまで総額約 120
億円をかけて開発・運用されてきた。文部科学省所管の財団法人原子力安全技術センター
（NUPEC）という組織が、1986 年以降年間約 8 億円の運用費で受託してきた7。
事故後、文部科学省自身による自己検証最終報告書（2012 年 7 月 27 日）において、
SPEEDI の結果を公表しなかったのは、
「放出源情報が得られなかった場合の対応を明確
に定めていなかった」からといっている8。しかし、これは虚偽である。
「放出源情報」と
は、緊急時対策支援システム（ERSS）から得られるもので、放射能発生源から放出され
る放射能量の計算値である。それを得られなかったので、SPEEDI は使えなかった、とい
う言い訳をしているのである。NUPEC でこのシステムの運用に携わった経験を持つ松野
元氏は「ERSS の結果が出てくるまでの間は、SPEEDI に 1Bq を代入して計算することに
なっています。その上で風向きを見れば、避難すべき方向だけでもわかる。私なら 10 の
17 乗 Bq を入れます。それで住民を逃がす範囲もわかる」といっている9。
さらに、ERSS/SPEEDI 以外に、原発からの情報が途絶した場合でも、その機能をバッ
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クアップする「プラント事故挙動データシステム」
（PBS: Plant Behavior Data System）
という予備システムを作って、各原発のオフサイトセンターに DVD-ROM に保存されて
常備されていた。原子炉に過酷事故が起きたとき、どれくらいの時間で燃料が溶けて格納
容器が壊れるか、そしてその結果放射性物質がどれくらいの量放出されるかを日本全国
の原子炉ごとにあらかじめシミュレーションしたデータベースである10。PBS の開発にも
100 億円の税金が投入されたという。以上のように見てくると、的確な避難情報をタイム
リーに出さなかったのは、情報がなかったためではない。何らかの秘匿意志が働いたから
である。
3 月 16 日午後に文部科学省で行われた記者会見で、笹木竜三副大臣が記者の質問に答
えて、SPEEDI の試算結果公表は、事故当初のものからすべて、原子力安全委員会に責任
が移ったという主旨の説明をしている。それは、SPEEDI の計算結果を公表しなかったの
が原因で被ばく者が出たという責任を問われる怖れもあり、他方さまざまな仮定で計算
したデータをすべて公表した場合にはパニックが起こる可能性がある。その責任を逃れ
るために、SPEEDI の運用を原子力安全委員会に押し付けようとしたのである。原子力安
全・保安院も SPEEDI のデータを活用して、原子力災害本部の放射線班が防災避難計画
を立案すべき責任があった。保安院も原子力安全委員会に責任を擦り付けて逃避したの
である11。
SPEEDI の運用チームとは別に、文部科学省は 10 人以上の職員をモニタリングチーム
として地元の町々に派遣した。15 日夜には 2 人の職員が浪江町へ入って、空間線量率を
測定し、330μSv/h という高い数値を得た。二人はその数字を文部科学省災害時対応セン
ター（EOC）に伝え、EOC は原子力安全委員会へ通報した。文科省は、直ちに官邸の緊
急参集チームへ公告し、16 日午前 1 時過ぎにはそのデータを報道機関へ資料配布し、ま
た、ネット上でも公開した。しかし地区名は伏せ、浪江町にも知らせなかった。この地点
をピンポイントで測定するように職員に指示したのは文科省であり、文科省は SPEEDI
の試算によって、その方向にプルームが流れることは予想していた。その翌日には浪江町
津島、浪江町長房、飯舘村長泥などを測定し、高い線量率を確認した。しかし、それらは
地元の自治体や住民には伝えられなかった12。
浪江町の馬場有町長は、
「もしその時一言ここが危険だと言ってくれたら」と言ってい
る。もっとも高線量の時に測定員が来ていながら、彼らは本省に報告して、地元の住民に
は沈黙していた。測定は何のためか？
３．権力者の願望と忖度
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猪瀬直樹『昭和 16 年夏の敗戦』は、著者がもっともシャープな作家として活躍した時
期の好著である。内容は、昭和 16 年 4 月から、政府は総力戦研究所という研究所を作り、
そこへ軍官民の各組織から有能な 30 代の人材 36 名を集めて、模擬内閣を作って、実際
に戦争を行ったら、戦争に勝てるかどうかをシミュレーションさせた。それまでの戦争は、
ロシアや中国を相手に戦っていたが、日独伊三国同盟を背景に、米英蘭などの資源におい
ても生産力においても格段の実力を持つ先進資本主義諸国を相手に、開戦した場合にど
のような成り行きになるかをシミュレーションさせようというものであった。アメリカ
から石油やくず鉄などを輸入していた日本は、すでにじわじわと禁輸の圧迫を受けてい
て、少なくとも石油はインドネシアのオランダが所有する油田と製油所を奪って、その製
品を油槽船で（撃沈されることなく）継続して国内へ運んでくることが必要条件であった。
現実の行政組織は、そのことを理解していてもそれぞれの思惑があって省益に囚われて
誰も総合判断に立つことができなかったので、そういう論理的な統合シミュレーション
を行う「研究所」を作って研究させたようである。その研究所は、4 カ月半の間に結論を
出し、
「敗戦」と答えた。それはその後の成り行きをそっくり予測したものであった。現
実にも、それぞれの省の責任ある人々はほぼ正確にその結論を予想していた。
ところが、各大臣は閣議などでは省益だけを主張し、天皇も近衛首相も総合判断に基づ
いた結論を出すことができなかった。10 月 16 日第 3 次近衛内閣総辞職。困った天皇は、
東條英機陸軍大臣を首相に任命する。東條がもっとも「忠臣」として天皇の希望を大事に
してくれる人柄だからであった。東條はそれまで陸軍大臣であった間は、陸軍省の省益を
強硬に主張する人であった。しかし、首相になると天皇の希望に忠実であろうとして、軍
部の主戦論を抑えようと努力する。9 月６日の御前会議では、「開戦」しか道はないと衆
議一決した。しかし、その席で、天皇は「四方の海

皆同胞（腹から）と思ふ世に など

波風の 立ち騒ぐらむ」と 180 度反対方向の明治天皇の歌を詠み聞かせた13。また、12 月
1 日の日米開戦を最終決定した御前会議で、“忠臣”東條はがちがちに緊張していた。「若
い日にイギリスへ留学した思い出を大切にしている陛下のお心に背いている」と忖度し、
自責の念にさいなまれていたからであった14。天皇は八方美人を決め込んで涼しい顔をし
ている。なぜなら、英米蘭が日本を許せないと考えているのは、中国進出を危機として認
識しているからで、中国侵略を一方で行いながら、他方で西欧列強と仲良くしたいなどは、
初めから不可能事なのだから。その天皇は戦後にはまた占領軍に八方美人の顔を見せる。
政治権力の中枢にいる天皇と首相があり得ない願望を口走ったり、自分の信念と違う忖
度をたくましくして行動を決めたりするという政治文化は、不毛な社会を作るだけであ
る。
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４．司令塔不在の戦争遂行
第 2 次世界大戦の戦争遂行の司令塔は、日本の政府には欠落していたというのが多く
の識者の診断である。猪瀬直樹氏が書いているところを引用する15。
彼（東條）は自分が頂点に立っているとは思わない。天皇がいた。彼はその忠実な
臣下であった。彼は軍人としてのファンクション（職分）のなかで生きてきた。
（彼
に）理念や思想があれば彼に制度の壁（当時の明治憲法下では、陸軍・海軍の行為は
統帥権という天皇の権限に属していて、内閣総理大臣の権限の外にあった）を破るこ
とを期待するのは可能だが、それは望むべくもなかった。
（極東裁判で）東條尋問の終わった翌（昭和）24 年 1 月 8 日、
「毎日新聞」の『余
禄』は次のように（書いた）
。
（中略）
「東條の言い分を（中略）せんじつめれば、日本を今日あらしめたものは、だれの責
任でもない。軍人でもなければ政治家でもないことになる。東條は、真珠湾攻撃のこ
とを聞かれて、ハッキリしたことは知らないが陸相の資格で、計画を参謀総長から聞
いたといい、これを天皇に伝えるのは参謀総長か軍令部長の責任だという。つまり東
條は、明治憲法の条文通りに応えたに過ぎない。戦争ということをバラバラにして、
ここまでは外交、ここからは統帥、これは文官、あれは軍部の責任といったことを事
実について説明したまでだ。これでは戦争は、最高の『政治』ではなく、官吏の『事
務』となる。全く満州事変以来の戦争はそれ以外のものではなく、一人の政治家もい
なかったのだ」
この現象は、上に見た原発事故時の放射線測定と避難指示の関係、汚染水の後始末の意
思決定、その他原発を重要なベースロード電源として 20～22％稼働させるというエネル
ギー基本政策と現実との矛盾、森友学園・加計学園などの事件に係る官僚組織の意思決定
過程と首相夫妻の恣意的な振る舞いに見られる、バラバラの責任者不在の体制がそのま
ま今日も継続していることを、まざまざと思い知らされる。
原発事故発生時に菅直人首相は、事故対処に自ら責任を持とうとして現場へ飛んで入
り、東電本社へ乗り込んで「統合対策本部」を組織した。それは越権行為だという非難が
囂々と上がり、菅首相は失脚し、翌年その非難を声高に言い立てた安倍晋三氏が首相にな
った。安倍氏は、自ら働く人ではなくて忖度に生きる、その場その場で発言内容が変わる
無節操なエリート官僚を重宝して、今も命脈を保っている。
東條氏を首相に選び、安倍氏を選んでいるのは、われわれ国民である。どのようにした
ら筋の通った政策論議が可能になるのだろうか。
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「余の辞書に『忖度』の文字はない」
作図：佐藤和宏
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