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第６回社民党金沢学習討論集会 2010.12.4

ー ー原発とエネルギーを考える

基 調

はじめに

議員選挙は、政権交代の審判を下した。社民党は、2009 年８月３０日の第４５回衆議院

民主党、国民新党とともに合意した「衆議院選挙にあたっての共通政策」を踏まえ、総選

挙公約である連立政権を樹立した。その政策合意の中で、連立政権の役割について次の通

りに謳っている。

「小泉内閣が主導した競争至上主義の経済政策をはじめとした相次ぐ自公政権の失政に

よって、国民生活、地域経済は疲弊し、雇用不安が増大し、社会保障・教育のセーフティ

ネットはほころびを露呈している。

国民からの負託は、税金のムダづかいを一掃し、国民生活を支援することを通じ、我が

国の経済社会の安定と成長を促す政策の実施にある。

連立政権は、家計に対する支援を 重点と位置づけ、国民の可処分所得を増やし、消費

の拡大につなげる。また中小企業、農業など地域を支える経済基盤を強化し、年金・医療

・介護など社会保障制度や雇用制度を信頼できる、持続可能な制度へと組み替えていく。

さらに地球温暖化対策として、低炭素社会構築のための社会制度の改革、新産業の育成等

を進め、雇用の確保を図る。こうした施策を展開することによって、日本経済を内需主導

、 、 。」の経済へと転換を図り 安定した経済成長を実現し 国民生活の立て直しを図っていく

具体的には、緊急雇用対策、政権担当期間中の消費税率の据え置き、郵政事業の抜本的

見直し、子育て支援、社会保障の充実、労働者派遣法の抜本改正、地方分権推進、中小企

業・農業をはじめ地域の活性化、地球温暖化対策、核廃絶・米軍基地のあり方・沖縄の基

地負担軽減を含めた自立外交、そして日本国憲法の遵守という１０項目の政策合意を明記

している。

ここには、ひと握りの富める者による投機経済と対米従属によって塗炭の苦しみをもた

らされた労働者市民の切望が込められていることはもとより、日本の政治経済の新たなあ

りかたを方向づける指針が示されている。この政策合意の遵守・実現こそが、有権者積年

。 、 。の願いである 普天間基地問題で政権から離脱した社民党だが その実現に責任を有する

現政権に極めて大きな責任があることは論を待たない。

しかしながら、先に述べたように、鳩山政権は、普天間基地返還問題で、沖縄県民の総

意を頭越しにして、辺野古に新基地を建設し「移設」する日米合意を強行した。引き継い

だ菅政権は、早々に消費税増税と法人税減税を打ち出し、所得の再配分に逆行する姿勢を

鮮明にしている。次期「防衛力整備計画の大綱」を巡っては、民主党の外交安全保障調査

会が 「基盤的防衛力」から「動的抑止力」へと転換を促し、非核三原則の緩和、武器輸、

出禁止三原則の緩和、沖縄周辺の島嶼への自衛隊配備を提言し、自公政権以上の軍拡路線

。 、 、を走っている 尖閣列島をめぐる領土問題 朝鮮半島で煽動された軍事的緊張に対しては

ナショナリズムを煽り、アメリカの世界戦略に従って米韓軍事演習とリンクした史上 大

規模の日米共同軍事演習をこの 月 日から強行し、東アジアの平和に脅威を与えてい12 1
る。
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一方、政権浮上をかけて菅政権が打ち出した新成長戦略では、環太平洋パートナーシッ

プ（ ）の推進を掲げている。これには、関税なき輸入一次産品によって農林水産業がTTP
壊滅的打撃を被るとして、従事者団体が各地で反対運動を強めている。戸別所得保障制度

を導入し、食糧自給率向上・農林漁業振興に高まった期待も現在心許ない状況にある。

民主党は、参議院に憲法審査会を設置するための規定の策定に自民党と合意したと伝え

られている。憲法改悪に向かう民自同盟の誕生が懸念される。

このように、三党連立合意の基本方針は悉く裏切られた状況にあり、生活再建と社会連

、 。 、帯の再構築にかけられた期待は 失望に置き換わっているのが現状である 参院選敗北は

まさにそうした民意の反映である。

１．菅政権の新成長戦略と原発推進政策

（１）菅政権の新成長戦略と原発推進

菅政権は 本年 月 日に 新成長戦略を閣議決定した ｢強い経済｣ ｢強い財政｣ ｢強、 、 。 、 、6 18
い社会保障｣を一体的に実現するために「新成長戦略」を実行し、 年近く続く閉塞状況20
を打ち破り、元気な日本を復活させると決意を表明している。

そこでは、公共事業中心の経済政策も行き過ぎた市場原理主義にもとづく経済政策も失

敗とし、第三の道による建て直しを提起している。それは、経済社会が抱える課題の解決

を新たな需要や雇用創出のきっかけとし、それを成長につなげようとする政策であり、そ

の実現のための戦略が 「強い経済 「強い財政 「強い社会保障」の一体的実現に主眼、 」、 」、

を置く「新成長戦略」であると説明されている。

具体的には、｢グリーン･イノベーション｣、｢ライフ･イノベーション｣、｢アジア経済｣、

｢観光･地域｣を成長分野に掲げ、これらを支える基盤として｢科学･技術・情報通信｣、｢雇

用･人材｣ 「金融」に関する戦略の実施を挙げている。地球環境問題に対応し、持続可能、

な社会システムを構築する中で、新たな技術革新や雇用と成長を生み出すとの考え方は、

社民党の政策と通じるところもある。福祉・社会保障分野を重視する点でも同様である。

しかしながら、第一に掲げられる｢グリーン･イノベーション｣には、 年における温2020
室効果ガスの ％削減目標を掲げた地球温暖化対策とも関わらせて、再生可能エネルギ25
ーと並べて原子力エネルギー産業を明記し 「アジア経済」との連関から巨大なアジア需、

要への期待が述べられている。これには、深い懸念を持たざるを得ない。

10 31既に動きは始まっている。支持率低下に悩む菅政権が誇って見せたのが、去る 月

。「 」日にベトナム政府と合意したとされる原発二基の輸出計画である エネルギー基本計画

による国内で原発新増設 基の推進に加えて、エネルギー需要の増大が見込まれるアジ14
アへの原発輸出が動きだしたのだ。地球温暖化対策と発展途上国支援の美名の下で行われ

る原発輸出は、放射能汚染の拡散であり、環境破壊の輸出に他ならない。これも自公政権

ですらなしえなかった暴挙と言わざるを得ない。

（２）原子力政策大綱の見直しと核燃料サイクル、原発輸出

こうした政府の動きの背景にあるのが 「原子力開発競争のグローバル化への対応」と、

いう考え方である。内閣府に組み込まれた原子力委員会は、今年 月 日に行われた前9 14
国際原子力機関（ ）事務局次長谷口富裕氏の講演を公開している。彼は、核拡散防IAEA
止体制に情勢変化が起こっていることを前提にし、原子力安全保障の世界的体制への貢献

と共に、国際的な原子力開発における日本の影響力・競争力・存在意義の維持・向上を強
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調している。その中で、次期「原子力政策大綱」見直しに触れ、日本が世界の原子力開発

、 。の先頭集団に残るべく グローバルな視点から原子力政策を新展開すべきと提言している

かくして、原子力委員会は 月 日、今後１０年程度の原子力利用の基本方針になる11 30
「原子力政策大綱」の見直し作業に入ることを決め、策定会議を設置した。１年ほどかけ

て内容をまとめる 「高速増殖炉」を柱とした核燃料サイクル路線を堅持するのか、原子。

力発電の海外輸出をどう位置づけるかなどが焦点になると報じられている。

、 、 「 」ところで 高速増殖炉は 日本原子力研究開発機構の研究段階である原型炉 もんじゅ

が今年、約１４年半ぶりに運転を再開したが、燃料交換に使う装置を落とすトラブルを起

こして停止した。再開には１年以上かかる見通しだ。 現在の大綱では、原発のすべての

使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し、利用する「核燃料サイクル」路線を明確に

打ち出し、４０年先には高速増殖炉を実用化し、燃料のプルトニウムを燃やした以上に増

やすことを目標にしている。新大綱の策定を巡り、グローバルな原発推進競争への本格的

な参入に道を開くのかどうかが厳しく問われる情勢だ。

２ 「原子力ルネッサンス」と自然エネルギーを求める人々とのせめぎ合い．

（１ 「原子力ルネッサンス」という名の売り込み競争）

チェルノブイリ事故以来、原子力発電の危険性に対する市民の問題意識は欧米で広範に

、 。 、 、広がっており 一部フランス等を除いて脱原発の潮流が生み出されてきた しかし 今日

地球温暖化対策に乗じて、国際的に原子力産業が新規原発建設へと攻勢を強めており、ア

メリカの 年ぶりの新規建設解凍、イギリスの新設方針などを喧伝し、原発を基軸とし30
たエネルギー政策への転換を各国政府に働きかけている。原発先進国が途上国に売り込み

競争を繰り広げており 「原子力ルネサンス」と呼ばれる状況にある。、

こうした状況を強力に後押しする結果を招いたのが「気候変動に関する政府間パネル」

（ ）である。近年、データの信憑性への疑問や「 犯人説」の否定、はたまた原IPCC CO ２

子力資本の陰謀説までもが飛び交う状況ともなっている。日本においては、原発推進への

拘りが、結果として石炭火力の増設につながり、 の大量排出につながってきた矛盾CO ２

も指摘しておく。

（２）脱原発を求める市民の運動と力強く前進する自然エネルギーへの政策転換

そうした動きに対し、脱原発を求める国際的な市民の運動は健在である。ドイツでは、

原発の順次廃炉化の方針が決定されているが、メルケル政権の延命方針が出されるや、市

民の強力な反対運動に直面した。原子力の新規設置計画を表明した欧米各国でも、原発建

設反対の世論が根強く、計画実施は不透明であると言われている。

その一方で、核エネルギーへの依存を否定する市民意識の拡大を土台とし、 を中心EU
にヨーロッパでは、スゥェーデンに代表されるように再生可能な自然エネルギーへの転換

が重要政策として進められて来た。 自然エネルギーは、長くエネルギー政策の中で傍流

に位置づけられてきたが、グローバルな傾向としては、分散型テクノロジーの特徴を発揮

、 、 。して 継続的な技術革新とコスト低下が進み 本格的な成長段階に入っていると言われる

この先 年あまりで 兆円市場を超えうる、 世紀を支える基幹エネルギーであると10 100 21
同時に、基幹産業となり、そして時間との競争である気候変動対策の中核を担うことが期

待されるに到った。

こうした近年の世界中で進む 自然エネルギー革命に背中を押され、日本でも、ようや.
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くエネルギー政策・気候変動政策・産業政策の観点から自然エネルギーへの関心が高まっ

てきている。これには、自然エネルギーに軸足を置いた世界各国のグリーン・ニューディ

ールへの取り組みや、欧州から世界に広がった固定価格買取制度（ ）などの効果的なFIT
支援政策に支えられて飛躍的な成長を遂げ、風力発電や太陽光発電などの自然エネルギー

が魅力的な新産業・新市場として出現しつつある状況が背景にある。

地方自治体においても、小規模で地域の特性を活かした電力資源に着目し始めている。

金沢市では、水力発電所を独自に経営し、一万戸程度の電力を永年にわたって提供してき

た。これに加えて景観に配慮した太陽光発電、市内に張り巡らされた用水を活用した小水

力発電の研究に着手した。

３．社民党の脱原発・エネルギー政策

社民党は日本の主要政党の中で唯一、脱原子力の立場を明確にしている政党である。

改めて言う必要はないが、原子力発電は万一事故の際の危険が極端に大きく、その被害

が甚大なものとなる。とくに国土の狭い日本においては国家の存続にも係わる破滅的な事

態にも至りかねず、過酷事故のリスクを私たちは引き受けることはできない。また、原子

力発電はウラン採掘から精錬、濃縮、加工、発電、運搬等の一連のプロセスの各所で被ば

くをともない、周辺環境を汚染する。さらに、放射性廃棄物の処分方法について、いまだ

結論がでておらず 「トイレのないマンション」と例えられる。私たちの現在の電力のた、

めに千年・万年の単位の子々孫々の代まで、核のゴミを残すようなことは許されない。

従って、社民党は、電力総需要の抑制や省エネの推進をはかり、代替エネルギーの開発

を進めながら、危険性の高い原子炉や古くなって運転寿命に達した炉から順次、廃炉とし

ていく段階的なアプローチを主張している。

とりわけ、プルトニウム利用計画は直ちに凍結し、六ヶ所村における使用済燃料の再処

理は直ちに中止すべきだ。核兵器への転用が容易なプルトニウムをため込むことは、世界

の核不拡散体制に対しても悪影響を与えている。

エネルギー政策を原子力偏重から自然エネルギー中心に転換することは、新しい経済や

社会のあり方を選択することにほかならない。これは、エネルギー安全保障を高め、新た

な産業振興と雇用の拡大をはかると同時に、地球温暖化防止など環境保護にも寄与するこ

とができる有益な選択であると確信する。

具体的に以下の６つの個別政策を見ていきたい。

（１）プルトニウム利用計画の中止

使用済の核燃料を再処理し、取り出したプルトニウムを高速増殖炉の燃料として使用す

1995るという 核燃料サイクル計画 が日本の原子力計画の前提とされてきた この計画は「 」 。 、

年の高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ火災事故で行き詰まり、１４年ぶりに運転

再開を強行したものの、現在トラブル停止の状態であることは先に述べた通りだ。他の先

進各国でも、度重なる事故とコストが原因で断念されている。仮に高速増殖炉開発がうま

く行っても 年にやっと ％程度の電気がまかなえるだけであり、非現実的で極端な2100 1
高コストとなるプルトニウム利用への固執はエネルギー安全保障上もマイナスである。核

拡散上の問題も多いプルトニウム利用計画は直ちに放棄する。

（２）電力・エネルギー需要の抑制

省エネルギー法を強化し、電力需要の伸びを抑制する。具体的には、電気機器のエネル
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ギー効率のさらなる向上、電力会社の徹底した需要面の方策実行の要請、住宅政策や都市

計画の中で省エネルギー努力の義務化などを行ない、冷暖房温度の適正化、エコアイスや

温水器等のエネルギー効率の悪い夜間電力消費拡大を規制する。電力への依存率をあげず

に総エネルギー需要を ％程度抑制するという目標を設定し、産業界、地方自治体、公10
共機関などに目標達成を義務づける。

（３）自然エネルギーの普及促進とベース電源の置き換え

「自然エネルギー促進法」を成立させ、自然エネルギーによる電力買取りを義務づけ、

自然エネルギーの普及を後押しする。自然エネルギーの比率を現在の ％から ％以上3 10
に設定しなおし、これを政策目標とする。

現在、原子力発電が電力供給に占める比率は約３分の１程度であるが、実際には、電力

ピーク時でさえ約 万 、 ％以上の原子力発電以外の設備が余剰になっており、7000 kw 30
設備能力だけで言えば原子力発電を明日からゼロにすることも可能である。このような状

況を引き起こしているのは、原子力発電をベース電源と位置づけているからで、この役割

20をまず天然ガス複合発電に置き換える。その上で、老朽化した原子炉を運転中止し、

年以上運転した原発は原則として廃炉とする。

第２段階として、風力発電の普及促進状況に対応して、風力発電をベース電源に組み込

む。しばらくの期間は風力発電と天然ガス発電がベース電源の役割を担うこととし、次第

に天然ガス発電の比率を減らしながら、 終的に風力発電をベース電源とする。

（４）エネルギー安全保障とベストミックス

エネルギー安全保障の観点から、下記のようなベストミックスを目指す。

ベース電源：天然ガス複合発電、風力発電、水力発電

ミドル電源：燃料電池、石油火力発電

ピーク発電：太陽光発電によるピーク平準化と石油火力発電

（５）自然エネルギー促進による雇用の拡大

は 年までに自然エネルギーの比率を域内総エネルギー消費の ％にするといEU 2010 12
う計画である。 万個太陽光発電システム、 万 風力発電、 万 バイオマ100 1000 kw 1000 kw
スなどの目標を掲げ、 兆円の投資を行なおうとしている。これは 万人の雇用をつ10 100
くりだすと試算されているものである。欧米各国は、自然エネルギーの普及を産業振興と

雇用拡大の重要な鍵と考えている。

（６）日本における温室効果ガス抑制と発展途上国への技術援助

エネルギー需要の抑制と自然エネルギーの普及･促進で、 年頃に温室効果ガスの排2010
1990 6 15 10出 年レベルから ％削減 現時点からは ％削減 を達成する 総エネルギー需要（ ） 。

％抑制と自然エネルギーの比率を ％に高めることで、この目標は十分達成できるはず10
である。風力発電、太陽光発電、バイオマスなどの技術を、中国をはじめとするアジア各

国に積極的に技術移転することで、日本は地球規模で温暖化防止に寄与することができる

、 。と同時に 自然エネルギー産業の大きな市場とさらなる雇用を確保することが可能となる

４．原発反対のたたかいと脱原発の運動

（１）反対闘争

国策として強行される原発行政に対し、全国各地で、労働者や農漁民をはじめ市民のね

ばり強い反対運動が展開されてきた。社民党は一貫して住民の側に立ち、連帯し共に闘っ
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てきた。本日敦賀現地で開催されている「止めよう！もんじゅ全国集会」運動は、危険極

、 。 、まりない高速増殖炉もんじゅの推進に対して 幾多のくさびを打ち込んできた その一方

頓挫を繰り返す核燃料サイクルを補完しようと既設の原子炉でプルトニュウム混合燃料を

燃やすプルサーマル計画が地域住民の反対を押し切って動き出した。他方、鎌仲ひとみ監

督作品「ミツバチの羽音と地球の回転」で紹介され、改めて全国から注目される中国電力

山口県上関原発に反対する祝島漁民の生存をかけた非暴力直接行動が今も続けられてい

る。

ここ石川県でも、労働団体と地域住民が結んだ長期に亘る反対運動が続けられ、珠洲原

発建設計画は白紙撤回された。もう一方の志賀原発は、５４万ｋｗ１号機、１３０万ｋｗ

２号機が運転を行っているが、 年 月 日に引き起こされた１号機臨界事故を８年1999 6 18
間もひた隠しにしたことをはじめ、２号機のタービン破損事故、今年に入っても制御棒誤

挿入、抜け落ちなど重大なトラブル隠しが横行している。これに対し、北電に原発運転の

資格無し５０万人署名運動」が全国連帯の下でとりくまれた。

情報公開と安全マニュアルはアリバイにすぎず、北陸電力の安全マニュアルの信頼は失

墜している。それにも拘わらず北電は、 月 日プルサーマル計画の実施を県、志賀町6 28
。 、 。に申し入れている 現在も 当該自治体に許可しないよう対行政交渉がとりくまれている

（２）差し止め訴訟

年に１号機、 年に２号機差し止めを求めて提訴した志賀原発差し止め訴訟で1988 1999
は、 年 月 日、２号機の耐震設計に問題ありとして運転差し止めを求める画期的2006 3 24
な判決を勝ち取った。 年中越沖地震で発生した柏崎刈羽原発被害から、断層上の原2007
発震災の危険性が広く認識されることになった。しかしながら、 年控訴審での逆転2009
判決に続き、本年 月 日に上告棄却で差し止め訴訟は終結した。長期に亘る裁判闘争10 29
から得た多くの教訓を踏まえ、原発の安全管理を問い続け、停止廃炉までの新たな運動が

模索される。社民党は、引き続き脱原発を目指して連帯し、共に闘う。

（３）自然エネルギー転換を求める市民の運動

原発の建設・運転差し止めを求める直接的な運動に加え、ライフスタイルとエネルギー

政策のあり方を問う市民運動が活発化している。エネルギーのオルタナティブ（もうひと

つのあり方）として、世界の潮流と結んで自然エネルギーへの転換を日本でも実現しよう

とする自覚的な市民が台頭してきた。その象徴的な作品が先に述べた「ミツバチの羽音と

地球の回転」である。この後地域からの報告として、金沢での上映を支えた市民団体「ぶ

んぶん石川」のとりくみから学ぶ。

終わりに

社民党金沢が 年以来毎年開催してきた学習討論集会は 「小泉構造改革と『小さな2005 、

政府』が意味するもの 「もうひとつの社会は可能だ～デンマークの社会民主主義の挑」、

戦 「憲法の非武装平和主義を活かしたまちづくり 「いのちの源泉『農』と食料の安」、 」、

全保障を考える 「社会保障再構築の課題」とテーマを積み重ねてきた。市民に開かれ」、

た学習会を通し、より広範な市民と社会民主主義に関わる課題を共有したい。そして、そ

れを基礎として平和的生存権を求めて連帯する地域社会の建設を目指したい。エネルギー

政策と暮らしを変革することは、まさに社会の有り様を再構築することに通じる。

参加者一同、互いに学び合い、垣根を取り払って忌憚のない意見を交わそう。


