４－７ 技術提案 （その３）

2020 年 2 月 29 日 筒井哲郎

「人材育成」より「廃炉の延期」を
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別項 諫早湾訴訟に見る産業転換の抵抗勢力
まえがき
政府の原子力政策は、基本的に今後も原子力発電事業を積極的に推進するという方針である。毎年
原子力委員会の手で発行される『原子力白書』には、そのための「人材育成」が力説されている。ま
た、東京電力が行っている福島第一原子力発電所の廃炉作業を、資金面及び技術面で支援している原
子力損害賠償・廃炉等支援機構が、毎年発行する「福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プ
ラン」の中にこの仕事のために「人材育成が必要だ」と論じている。また、事故を起こさないで寿命
満了を迎えた原発の廃炉の作業のためにも、同機構は「人材育成が必要だ」と論じている。
筆者らの主張は、基本的に「どのケースに対しても人材育成は不要である、福島第一発電所の後始
末作業と、通常の原発の廃炉作業は、100 年以上保管して作業員が被ばく障害の懸念無しに 8 時間働
ける環境になってから、通常の産業界で行われている作業方法で、建屋やプラント設備解体作業を行
うべきだ」という主張である。
なお別項に、政府主導事業が産業転換の抵抗勢力になり、おまけに深刻な自然破壊事業になってい
る事例を紹介する。原発も正しく同様の事業である。
１．原発事業推進のための人材育成
1.1 原子力委員会の人材育成思想
原子力委員会は、毎年度『原子力白書』を発行している。平成 30 年度版の最終章は、
「原子力利用
の基盤強化」という表題で、最後の節は「人材の確保及び育成」と題されている。直近の平成 30 年
度版の目次は次の通りである1。なお、平成 28 年度版、29 年度版も主張は同主旨である。
第 8 章 原子力利用の基盤強化
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原子力委員会の説明資料「
『平成 30 年度版原子力白書』について」によると、平成 30 年度版は 2019 年 9 月 3 日に閣議配布。なお、

同説明資料によると、「原子力白書」は 1956 年の原子力委員会設置以来、継続的に発刊されてきたが、平成 21 年度版から平成 27 年度
版までは 7 年間休止し、平成 28 年度版から発刊を再開した。
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8-1 研究開発の方針並びに関係組織の連携や研究開発機関の機能の変革
（1） 我が国における研究開発の考え方
（2） 原子力関係組織の連携による知識基盤の構築
（3） 研究開発機関の変革
8-2 基礎基盤の強化とイノベーションの推進
（1）

原子力分野の基盤研究開発に関する取組

（2）

基礎基盤研究を踏まえた原子力研究開発の状況

8-3 人材の確保及び育成
（1） 原子力分野における人材育成・確保の動向
（2） 原子力人材の育成・確保に関する取組
8-1 節および 8-2 節の表題からも窺えるように、産業としての原子力発電事業は引き続き継続して
いくことを前提に研究開発や産業基盤の強化に努めていくことを提唱している。8-3 節は、その目的
のための「人材育成」を述べている。そして、原子力分野への進学・就職を希望する学生が減少して
いることや、地図に示すように原子力技術者の年齢構成の中で、原子力プラントの建設経験があるも
のの割合が 40 歳以下では大きく減少していることに危機感を示している。平たく言えば、
「原発を建
設しなければならないが、建設の経験者が少なくなると仕事が困難になる」と言っているわけであ
る。

出典：
「原子力白書」平成 30 年度版、ｐ.359

原発の新設を考えなければ、これは危機ではない。むしろ、産業界としては、早々にこの事業の先
行きを見定めて、原発建設部門の合理化を行い、無駄な人材配置を縮小すべきである。日本の雇用慣
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行は、終身雇用・年功序列が主流であったために、大企業のベテランほど事業縮小に対する抵抗力が
強く、往々にして既存事業部門の縮小と新規事業参入が遅れる傾向がある。今日の日本の産業界が新
分野に後れを取っているのは、その要素によるところが大きい。参考に、農業土木分野の既存組織維
持が、今日の諫早湾の漁業者と農業者の訴訟合戦になっている時代錯誤の状況を、末尾の別項に記載
する。
２．福島第一原発後始末作業のための人材育成
福島第一原発事故炉の後始末作業のための「人材育成」は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以
下、
「NDF」と略称2）が、
「東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃炉のための技術
戦略プラン」においてその必要性を論じている。
どのような専門家が必要と想定されているのだろうか。上記「技術戦略プラン 2019」に「添付資
料 13 廃炉研究開発人材育成のための技術マップ試案」という一覧表がある3。それには、専門分野
として、
「電気・機械工学」
「プラント系工学」
「土木・地盤・建築系工学」
「化学・材料系工学」
「原
子力工学（環境・放射線も含む）
」とある。そして、産業上の設備や業務として、
「原子力発電所（計
画・建設・運転）
」
「核燃料・廃棄物」
「通常炉の廃止措置」「1F 事故炉の廃止措置」とある。
これらを見ると、筆者らが大学の工学部で学んだ基礎的な工学体系と何ら変わるところがない。も
ちろん、大学ではこのような基本的な工学知識を学んで、実務は就職後に On-the-job Training を通
じてマスターしていくことが、どのような業種であろうと共通である。
上記の資料は、原子力発電設備の業界の当事者たちが、産業的魅力を失ったこの業界に新たな就職
者が参入してくれないことを懸念しているということを言っているに過ぎない。現実に学生たちが職
業選択に当たってこの業界を選ぶかどうかは、就職した場合に職業的使命感をもって充実した人生を
送ることができると判断するかどうかにかかっている。そして、現在の職場を魅力あると感じるかど
うかは、すでにそこで働いている先輩たちが生きがいを感じさせる職場を築いているかどうかににか
かっている。
この仕事に、新卒者が魅力を感じない根本的な理由は、強い放射線被ばく環境での仕事が予想され
ることである。それは、何も新規就職者だけの問題ではなく、現在も将来もこの現場で働く労働者全
体の作業環境の問題である。筆者らは、この作業を 100 年以上保管した後に行うべきだという報告書
を 2015 年に公刊した（2017 年改訂版発行）4。詳細は、その報告書にゆずるが、現行の政府および
東電が 30～40 年で作業を終えるとしている「中長期ロードマップ」が、不合理で実現性のないもの
であること、当事者たちもそれを架空の計画と考えていることを、改めて指摘しておきたい。
３．寿命満了に伴う原発廃炉のための人材育成
事故を起こさないで、寿命を迎えた原発の廃炉期間は、おおむね 30 年くらいを見込んでいる。そ
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Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation の略
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「東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン 2019」NDF、2019 年 9 月 9 日、ｐ.156

http://www.dd.ndf.go.jp/jp/strategic-plan/book/20190909_SP2019FT.pdf
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特別レポート１『100 年以上隔離保管後の「後始末」』原子力市民委員会、2017 年
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http://www.ccnejapan.com/?p=7900

の 1 基あたりの費用は、初期の小出力のもので 350 億円、大容量のもの（福島第 2 など）で、1100
億円をバックエンドコストとして見込んでいる。
前項で触れた NDF の技術戦略プランが述べる人材育成の目的には、「通常炉の廃止措置」も視野に
入れているので、原則的な考え方は上記の通りである。
いくつか補足情報を述べる。
（１） 業務内容は、核燃料を原子炉建屋から搬出してしまえば、深刻な被ばくの恐れがないので、
放射能の減衰が進んだところからじょじょに解体していくことができる。
（２） ドイツでは、タービン建屋内の機器配管等を撤去した後に、建屋を他の目的の工場として利
用している例もある。
（３） 廃炉作業は長期間にわたるので、単年度当たりの費用は相対的に少なく、ひとつの業界を形
成するほどの経済効果はない5。アメリカでは、各原発事業者が個別に長期間廃炉作業の管理
を継続する経済負担が大きいために、廃炉専門会社が一手に引き受けて廃炉業務を行うこと
を NRC が認め（ライセンスを発行）、現にエナジーソリューションズという会社がそのよう
なビジネスを行っている6。
４．人材育成より廃炉の延期を
前項は、現在原発を運転している 9 電力会社、政府、NDF の考え方を紹介し、それにコメントし
たものであるが、去る 12 月に、原子力発電に反対する福井県民会議という市民団体から、
「原子力発
電所の廃炉問題に関する提言」7という報告書が発表されたので、その要点をご紹介する。
提言 1：
「廃炉」にされた原子力発電所の廃止措置においては、放射能で汚染された原子炉建屋等
施設・構造物、機器・配管等の早期解体撤去は行わず、そのまま密閉管理し、少なくとも 100 年
程度の安全貯蔵期間をとるべきである。
理由（以下要点のみ）
：
（１） 原子炉建屋の主な汚染は長年放射線を浴びることによって生じたコバルト 60（半減期 5.7
年）である。放射能減衰が不十分のまま解体撤去を急げば、高線量下の作業により大量
の労働者被ばくが避けられず、排出される放射性廃棄物により、一般公衆が被ばくする
危険も高まる。100 年経てば次図のように 100 万分の 1 程度にまで下がり、被ばく労働
は大幅に軽減され、労働者が週 40 時間働いても、年間被ばく量が 2ｍSv（1μSv/h）以
下になる。
（２） 2001 年に廃止措置が開始された東海原発が 2010 年、2013 年に延期され、2019 年に 3 回
目の延期が行われ、当初の完了予定が 2018 年から 2030 年に延びた。ふげんや浜岡 1・2
号機でも解体作業は進んでいない。延期の最大原因は放射性廃棄物の処分先が無いこと
である。
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筒井哲郎「廃炉のための『人材育成』はいらない」
『科学』Vol.85 No.2 (2015)
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「廃炉担う米プロ企業 丸ごと管理、費用抑え速く」『日本経済新聞』2017 年 12 月 10 日
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同県民会議 原子力発電所の廃炉問題に関する検討委員会、2019 年 12 月 14 日 http://ksueda.eco.coocan.jp/hairoteigen.pdf
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（３） （省略）

出典：原子力発電に反対する福井県民会議「原子力発電所の廃炉問題に関する提言」2019 年 12 月 14 日、p.2
http://ksueda.eco.coocan.jp/hairoteigen.pdf

（４） 国際的にも、廃炉後の安全貯蔵期間を 50～80 年と長くとって放射能減衰を図ることが主
流になっている。イギリス・カナダは 80 年長期貯蔵後の解体作業の方針がとられ、アメ
リカは 60 年長期貯蔵後の解体作業が主流になりつつある。ドイツではグライフスバルト
原発 5 基が解体撤去されたが、大型機器は解体せずに撤去し、使用済み燃料と共に隣接
する中間貯蔵施設にそのまま保管されている。
（５） （６）
（７） （省略）
（８） 運転年数が長く設備利用率が高いほど、原子炉建屋内の誘導放射能は増え、使用済み核
燃料内の放射能（死の灰や超ウラン元素）が増えるため、可能な限りすべての原発を廃炉状態に
するべきである。次世代への負の遺産は、高レベル放射性廃棄物だけではない。
以下、提言 2（直ちに原発の運転を止めて、これ以上廃棄物を増やさないこと）、提言 3（廃炉ビジ
ネスは幻想である）が述べられているが省略する。
まとめ
原子力委員会や、NDF などの管理者組織は、被ばく労働という基本的な人権に直結する問題を考
慮外において、原子力事業推進の都合だけを主張している。他方、先行する諸外国も含めて、労働現
場を管理している実施機関は、過去の予定を延長して放射線減衰を待ったのちに被ばく労働を行う方
向に改めている。
「人材育成」というスローガンは、いわば大本営の参謀たちが「特攻隊を養成しな
ければ大日本帝国は破滅する」と言っているような非人道的なご都合主義に過ぎない8。
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「特攻隊頼みの過酷事故対策」
『筒井新聞』第 379 号（３）http://tsutsuinews.html.xdomain.jp/379/379-3.pdf
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別項：諫早湾訴訟に見る産業転換の抵抗勢力9

１．植民地産米計画から湖沼の埋め立て計画へ
朝鮮半島や台湾を植民地にしていた時代に、朝鮮産米計画や台湾産米計画があった。植民地拡大のた
めに軍隊を大動員したときは、農地獲得に向けて「生命線だ」
「死活問題だ」と呼号していた。しかし、
海外の植民地は敗戦とともになくなった。では、その後日本人はコメ不足のために飢えたのか。コメ余
りで減反政策を行うまでになった（減反政策が本格的に導入されたのは 1971 年）
。戦後、農地不足を
解消するために水深が浅い湖沼を干拓する事業を大々的に行って、国内で農地を創成する事業が積極
的に行われた。しかし、その事業は時間がかかり、事業完成直後から減反政策の必要が生じるようにな
った。当然干拓事業は中止するのが合理的であったが、その後も延々と続いて、昨年 9 月に最高裁で
差し戻し判決が出た諫早湾干拓事業の漁民と農民の対立という不幸に今もつながっている。減反政策
の必要が認識されてからすでに 50 年以上経っているのに、その後も干拓事業は行われ、発生する問題
の規模も性格も深刻になっている。いつの時代にも政策転換は、タイムリーに行われないどころか、泥
沼の一路をたどるようだ。原発もすでに「終わり」という結論が出ているが、この先 1 世代も 2 世代
もだらだらと続くかもしれない。
２．湖沼の埋め立て計画
植民地を失ってから、国内でコメ増産を迫られた農林省は、湖沼の埋立てによる圃場造成事業にまい
進した。もっとも先行して、大規模機械化農業の嚆矢と喧伝されたのが秋田県の八郎潟を埋め立てた大
潟村である。1957 年に干拓事業が始まり、1967 年から入植が開始された。
石川県の河北潟干拓事業は、1963 年に工事開始され（調査事業はその 10 年以上前から行われてい
た）
、1985 年に完成した。しかし、その時点ではすでに減反政策が行われており、現在も未入植地が多
く残っている。1973 年に、そのうちのかなりの部分が、金沢市内にあった金沢競馬場の移転用地に転
用された。
諫早湾干拓事業は 1989 年に着工され、早々に諫早湾奥に潮受け堤防が建設され、1997 年に水門が
閉じられた。工事中から 2 枚貝などの漁業被害が現れた。2000 年に有明海の養殖ノリが不作となり、
以後漁業者と農業者の間の訴訟合戦になった。コメ生産が減反政策になり、農業人口が減少する中で農
地を増やす必要がなくなったにもかかわらずなぜ農水省はこの工事を強行したのだろうか、という疑
問が当然各方面から提出された。
農水省が、1996～2000 年度に採用した国家公務員採用Ⅰ種試験の合格者数は、技官が 610 名、事務
官が 61 名で、90％強が技官である10。技官の仕事の半ばは土地改良事業で、諫早湾干拓事業もその一
つである。同省は技官を大量に抱えており、いったん計画された事業は、時代の変遷に伴って不要にな
っても「既得権益」として必ずやり遂げる。諫早湾干拓事業は減反政策がすでに始まったのちに着工さ

9
10

「産業転換の抵抗勢力」
『筒井新聞』第 366 号（２）の再論

http://tsutsuinews.html.xdomain.jp/366/366-2.pdf

西川伸一『官僚技官』五月書房、pp.46-47
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れている。このプロジェクトを決定したときの農林大臣の言葉が次のように伝えられている11。
事業目的自体をくるくる変えてでも、また大急ぎで通したアセスが杜撰なものになっていても、な
んとしても干拓事業を実現させたいという動機はいったい何だったのでしょうか。南総を中止に
して諫干に衣替えしたときの金子岩三農相（金子原二郎前長崎県知事の父）は、
「農水省の失業対
策だね」と語ったと伝えられています。畑作農地の造成や防災といった事業目的は二の次であり、
農水省内に 800 人も抱えていた干拓技官の働き場所の確保のために、国が事業主体となる大規模
な複式干拓を行いたかったということです。
３．役所のガバナンス
去る 9 月 13 日に最高裁判所は、諫早湾干拓事業の調整値水門を開放することを命じた福岡高裁判決
を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。この裁判は 2002 年に漁民らが工事差し止めなどを求めて佐賀
地裁に提訴して以来、20 年近く漁民と農民が争っている。佐賀地裁は排水門の開門を命じ、農民によ
る開門差止の提訴を受けた長崎地裁は開門差止を認める判決を出して、司法判断が分かれたままにな
っていた。
素朴な疑問は、農民のための施策を行うのも、漁民のための振興政策を行うのも農水省の仕事であ
る。同じ役所の中で調整解決するべき行政上の決定がひとつの役所、ひとつの大臣の下で決定できなく
て、大勢の漁民と農民の生業を阻害しており、官僚としての政策調整能力を決定的に欠いているという
事実である。
干拓事業の技官はそのことだけ、水産業の技官はそのことだけを視野に入れていればよいという蛸
壺の中に安住している。ひとつの役所の中でも狭い縦割りで仕切って、調整役がいない。そもそも役所
にも大臣にもガバナンス（Governance、統括力）が欠落している。普通の会社でこんなことがあれば
倒産してしまうであろう。
無駄な公共事業の典型例はほかにもたくさん挙げられる。八ッ場ダムも最近の事例である。島根県
と鳥取県にまたがる中海の干拓事業は、1968 年から本格的な工事が始まるものの、1971 年から減反
政策が本格的に着手され、1984 年に水田造成から畑地造成への変更を余儀なくされた。一方、水質
汚濁や環境破壊を懸念する地元住民の反対運動は強力で、1988 年に鳥取県と島根県が農水省に淡水
化志向の延期を申し入れ、最終的に 2002 年に事業計画の変更や廃止の手続きを完了した。
不合理が是正されるにしても、その結果を得るまでには、市民たちの多大な苦労が費やされてい
る。国策民営の原子力産業の場合はどうだろうか。農水省技官の例が当てはまるなら、原発新設が無
くなってもこういう官僚たちは 50 年以上生き延びるのではないだろうか？
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