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「倫理委員会」の構成員は？ 
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４．倫理的な見解 



 
核エネルギーの利用、その停止及び様々な形での選択エネルギー生産による代

替エネルギーに関する決定は、社会の価値決定に根拠を持ち、それは技術的及

び経済的な観点に優先されるものである。将来のエネルギー供給及び核エネル

ギー倫理的評価に必要な鍵となる概念は、資源や自然環境を保ちながらの持続

性（Sustainability：サスナビリティ）と責任なのである。かかる持続性をモテ

ィーフにして、社会的な均衡及び経済的な効率と並行して、エコロギー的に調

和させるという目的は、同時に未来に相応しい社会形成を達成する事でもある。 
 
環境破壊の進展は、エコロジー的責任への叫びをもたらしたが、それは原発事

故が起きる以前から、また単にそうした災害に関連して起きたわけではない。

それは人間の自然との関わりあいの問題が重要であり、また社会と自然の関係

である。キリスト教の伝統及び欧州の文化から、自然に対する人々の特別な責

務が生じてくる。自然の為に人間のエコロジー上の責任は、環境を維持かつ保

護し、自己目的の為に自然を破壊することなく、将来の生活条件を確保するた

めの（核エネルギー利用》見込みとすることを目指している。次世代に対する

責任は、それゆえにとりわけ、エネルギー供給及び長期的或いは無限のリスク

並びにその負担及びそれに伴っての行為結果に関してのフェアーな配分にまで

及ぶのである。 
 
４．１ リスク及びリスク認識   
 
日本における原発大災害の規模は、現時点においては正確に展望する事はでき

ない。我々は、自然災害の犠牲になった方々、原子炉破損の結果生命や健康及

び将来の生活に不安を抱かざるをえなくなった方々に心よりの深い同情を寄せ

るものである。我々は災害の結果が、これまで大きな規模になっていないのは、

その現場で働いた方々のお蔭であり、尊敬の念を抱くものである。 
 
核エネルギーのリスクは、フクシマよって変わったわけではないが、だがリス

クの認識が変わったのである。多くの人々は、大事故によるリスクは、仮想上

だけにあるものではなく、そうした大事故は具体的に起きるものだと云うう事

を自覚させたのであった。これにより社会の（原発は危険という）かかる重要

な部分の認識が、リスクの現実性となったのである。かかる現実の認識となっ

たことにとって重要な事は以下の３点である。 
 
第１点は、日本の様な高度なハイテク国家においても原子炉事故が起きたこと



である。こうした事実を前にして、かかる大事故はドイツにおいて起こらない

であろうとの確信が揺らいできたことである。こうした事は、今回のようなだ

事故にも、またかかる事故をどう収拾させるかという全く無力な試みの際にも

該当しよう。 
 
第２点は、事後が発生してから数週間経っても災害の終結の見通しもたてられ

ず、その 終的な被害額の算定、或いは明確な放射線汚染地域からの避難、撤

退といったこともなされなかったことである。これまでのかなり大規模な事故

も、その損害度合いは充分に規定できたし、科学的な情報に裏付けられた討議・

検討過程において、（核エネルギーの有利さは）他のエネルギー源の不利益さと

比較しうるとの広く行き渡っていた考え方は、その説得力を大幅に失ったので

ある。 
 
第３点は、かかる大事故が原子炉を安全な見通しを持たずして“設計”された

れたという過程を経ての大事故という事実である。かかる事態は、技術的なリ

スク評価の限界を明示している。フクシマにおける災害によって、これまでの

判断は特定した思い込み、例えば地震安全対策や津波の 高の高さなどに関し

てであり、かかる思い込みが現実によって誤っている事が証明されたのである。 
 
４．２ リスク、その包括的な判定（評価） 
“より安定したエネルギー供給”に関する考察は、社会発展の基本的問題と関

連している。人間が技術的に出来うること、それ全てを行う事は許されないと

いう原則は、核エネルギーの評価に際にも、考量されなければならない。とり

わけ、技術による結果が、“死の負担”の性格をもたらすような場合、批判的な

評価が特に重要である。目先だけの利用に有利だからと言っての責任、判断、

その“死の負担”が多くの将来の世代にとっての負担になる場合には、社会は、

何が受け入れられるか、何が受けられないかの判断を決する態度をとらなけれ

ばならない。 
 
可能限りあらゆる展望から責任を負いうるネネルギー供給の発展は、総合的な

思考が必要である。エコロジーや健康上の帰結（今後）は、同じく文化的、社

会的、経済的、個人的さらには制度上の密接な関係も配慮されなければならな

い。リスクを純粋に技術的な見解に狭く限定する事は、総合的思考及び幅広い

考量とは相容れないものである。さらにこの事は、（死の）負担を社会全般に転

嫁してはならいという原則にも言えるが、例えば気候変動の例にも見られるよ

うに、こうした（他への転嫁という）事例は、あまりにも度々起きているので



ある。かかる課題取組への畏敬の念、自己の思考や行動における謙虚さが、（偶

発的なものでなく）本質的なのである。想定出来得ることが中心問題ではなく、

想定できない事こそ重要である。“世界リスク社会”（この倫理委員会にも参加

している社会学者、ウリッヒ・ベック(Prof.Dr.Ulrich Beck)の２００７年の著書

タイトル：三島憲一氏による：ミュンヘン大学名誉教授、専門；危機管理）の

概念は、核エネルギー及び人類及び自然への気候変動の影響と関連させて、か

かるリスクが国の国境を越えて影響をもたらすことに大いなる注意を喚起した。

ウリッヒ・ベック氏は、』世界が、“世界内政治”（社会学者、ユルゲン・ハーバ

マスなどがカントを踏まえて論じる概念：三島憲一氏による）を必要とする運

命共同体となった一つの転機を強調している。この時点までは、特に核エネル

ギー利用の当初においては、多くの人々に必要な進歩、豊かな生活並びにリス

ク無き下での無限近いエネルギーとしての核エネルギーの利用であった。今日

から見ると、それら核エネルギーの平和利用は、輝かしい未来のユートピアと

して考えられ、当時の専門知識の水準から云っても倫理的論拠を持つ事が出来

ていたのである。今日、かかることは、少なくともドイツにおいては 早通用

しなのである。 
 
４．３ 基本的な紛糾：断定的拒否 VS 相対化した比較考量 
 
核エネルギー論争におけるその核心（本質）は、巨大な被害が生じた場合、そ

れを如何に対応しなければならないかに関してであるが、それには放射能の廃

棄物による現在及び将来の損害も含まれる。こうした点に、絶対的拒否者と相

対化しながら慎重な立場を取るものとに分かれているのである。 
 
この両者の立場において、そのリスク評価は、単に健康や環境破壊リスクのみ

に限定されてはいない。リスクには、文化、社会及び心理的な帰結をも含まれ

るのである。倫理的判断の対象は、ドイツにおける核エネルギーに関しては、

至極当然の事として語ることのできる、そうした社会的な雰囲気の悪化からく

る様々な結果がふくまれる。リスクや安全に関する広範な概念には、安全供給

や経済的安定並びに環境保護と云った次元も含まれる。環境保護上や経済的、

社会的及び技術的なリスクは、その上相互に密接に絡み合っているのである。

単に一面的な部分観点だけでは、全体を見失うことになる。 
 
倫理的立場に関する議論は、様々な観点の選択肢の存在があることが前提とな

る。「他の選択肢無し」との発言は、もはや社会的にも受け入れらないのである。

このことは、また核エネルギーの利用に関しても該当する。「他の選択肢無し」



との主張は、未解決の問題を決定する議会民主主義の信頼を破壊するものであ

る。むしろかかる選択肢は、決定の余白を生み出すのである。選択肢が、より

多くなればなるほど、エネルギー供給はより、地方分権化し、多様化されるの

である。かかる状況が、決定への関与及び協同組合や他のモデルへの参加とい

った市民の（核エネルギー利用》見込みが増大する事であり、それらによって

自己責任を自ら組織化することが出来るのである。それにより、市民社会が強

化されるのである。 
 
絶対的拒否見解 
 
フクシマ災害が明らかにしたことは、安全、リスク及び危険といった概念を熟

考させ、内容的にも新たに規定しなければならないことであった。これまでの

リスク概念、即ち確率予想値による事故の規模判定は、核エネルギー評価に対

しては不十分であり、かつ組織的にも受け入れがたいリスクの相対化に導くも

のである。（Zum einen）確率とは、事故経過に関して想定出来得る範囲で、か

つ設計上の限界の関連でのみ、意味ある計算が出来るのである。とりわけ大規

模な事故が起きる可能性を持っている核エネルギーにとっては、これまで設定

した限界を越え、かつフクシマによりもたらされた大災害及びその大事故経過

を（可能な限りの安全対策を講じた後の）“残されたリスク”(Restrisiko)として、

倫理的に済ますことは出来ないのである。フクシマでの原発大災害は、日本の

様なハイテクの国でも、人々の災害対策や災害後の直後の非常事態にその限界

があることを指し示している。かかる類の災害を限定的な結果にすることは、

自然、食料生産、現場での人々並びにグロバール的な経済にとっても、全くか、

或いはほとんど出来ないのである。 
 
核エネルギーの絶対的拒否する立場は、大災害となる潜在性、未来の世代が背

負う負担、放射能汚染による遺伝的疾患、それらを相対的なリスクと見なさな

いのである。かかる観点からは核大災害による損害は、物的勘定の枠内での潜

在的考量から越えるものであり、即ち計画や想定も出来ない事故の展開結果に

視点をおくのである。その根拠は、システマティックなのである。限定された

事故、それは交通安全や建築安全の類の事故は、限定されたそれであるが、か

かうる損害は、事実起きており、その対応策をそこから漸次学んでいくもので

あるが、原子力発電装置では、そうした学習過程は無いのである。 終的な大

事故が考量の外に置かれている限り、安全という概念は、再度検査するという

合理性を失っているのである。こうしたリスクは、実際に起きた事故による経

験から導き出されたものではない。何故なら も深刻なケース（worst case）の



核大災害は、いまだ未知のものであり、状況を総括的な視点から見通すことが

出来ないからである。かかる事故の結果は、地域・空間的にも、また時間的或

いは社会的にも限定されないのである。結論的に言えば、かかる損害事故を起

こさない為には、核技術をもはや利用してはならないという事が要求される。 
 
絶対的な拒否評価の枠内でも、より熟考し得るものは当然にさらに綿密になさ

れることは徹頭徹尾お行われ得よう。かかるより熟考し得るものの限界領域外

では、倫理的責任においてその範疇で判断しなければならない。相対的リスク、

それによる考察し得るリスク（その時々の（核エネルギー利用》見込みとリス

ク）と並行して、絶対的リスク、考察不可能なリスクが存在する。ありそうも

ないと考えられた事が、実際に起きた場合、即ち、それを誰も望んでいないこ

と、他の人々にそうした目に遭わせる事を求める良しとする権利は誰にも存在

しないそうした事態が起きた事を意味する。 
 
相対的なリスク考量からの見解 
 
リスクを考量する為の出発点は、巨大技術装置においてはリスクゼロというこ

とはあり得ないこと、さらに石炭、バイオマス、水力、風力及び太陽熱並びに

核エネルギー利用の際の様々なリスクは、確かにそれぞれ異なっているが、だ

が比較可能でもある云う事から認識からである。リスクセロというエネルギー

選択肢が存在しない故に、（どのエネルギー源にするかとの）選択受入れの判断

は、全てのオープションの予測できる様々な結果を相対的に考量することだが、

それはまた科学的な要因並びに共同の取り決めに基づいた倫理的考察基準に基

づいている。その際、あらゆるリスクと（核エネルギー利用）見込みは、出来

うる限り科学的に査定されなければならいが、その際全体にわたる生活循環

(Lebenskreislauf)に関する直接的、間接的な影響(Folgen)を含めなければならな

い。かかる影響の範囲と並行して、確率的な予測も考量されなければならない。

以上の結果評価に続いて、リスクと（核エネルギー利用）見込みを相互に比較

考査をしなければならない。その際、出来るだけ合理的かつ公正な比較考量を

行う際には、倫理的思考が役立つであろう。だが、 終的には政治的意思形成

プロセスが重要であり、それが、如何なる比較考察評価基準が、より高いのか、

また低いのかを判定、決定するのである。 
 
比較考量は、常に出発条件並びにコンテクスト条件に依存している。その限り

では、或る国、或る時点では、核エネルギーに対してはプラスの全体評価をし

たり、また或る国、或る時点ではマイナスの評価を正当化することもあり得る



のである。それ故に核エネルギーのリスクと（核エネルギー利用）見込みは、

それらのその時々の現状時点でのエネルギー生産の選択肢的なリスクとチャン

スによって考量する事が必要なのである。 
 
かかる比較考量をドイツにの現状において、コンテクストとして行うとしたら、

原子力発電所が、リスクの少ないエネルギー生産に置換することが出来、それ

で当然の帰結としてそうすべきであるとの追認は、当然に正当化されよう。何

故なら再生エネルギー及びエネルギー効率化の改善が、核エネルギーよりも、

より低い健康及び環境リスクをもたらすとの、大方の科学研究が結論付けてい

るからである。その上、これら選択エネルギーの経済的なリスクは、今日の観

点に立てばその概要を把握できるし、限定しえるからである。かかる状況は、

下位の形態としては化石エネルギー利用にも該当するが、だがそれは環境保護

を目的とした協定を守る場合である。 
 
４．４ 倫理委員会の統一意見 
 
倫理委員会は、その討議において基本的なリスク理解に、特別の意義を認めた。

倫理委員会は、異なった意見を持つ両者の立場間の対立を解消するということ

を意図するものではない。両者の歩み寄りの為に、～それは、絶対的考量の立

場と比較考量的な立場だが～、有益かつ真面目な論拠を提示した。両者の見解

の在り方は、隣委員会において明白に各々主張されていた。にもかかわらず、

その議論において歩み寄りが見られた。絶対的考量者達の意見からは、原子力

問題に関する典型的な判断から学べることは、単なるエネルギー政策的な様々

な選択肢による損害規模や損害可能性に関する数値とか計算の問題ではない事

である。とりわけ合理的な行動規範でないことで、それは、観察者を利用可能

な選択肢の、いわゆる期待値（損害の規模×損害確率）に向けさせるという誤

りである。低い確率を持った決まり文句の技術的上の損害を過大評価し、比較

的高い確率をもつ小規模の事故の起きた回数と比較させて、より重大に評価し

ている損害規模は、非合理的とは言えないであろう。 
 
比較考量の立場からは、核エネルギーを拒否により齎される結果を視点にいれ

る義務が生じるが、同時にそれは国際的な義務や他の国々のそれぞれ異なった

リスク文化をも組み入れてることである。さらに加えて、リスク評価に適用す

る損害確率を配慮する事は、当然である。だが、その際、確率と損害規模から

の積算公式を重視する必要はない。 
 



実際上からの観点からは、核エネルギーに関してのこの両者の基本的な立場は、

同じ結論に行きつくのだが、それは原子力発電の利用を敏速に止める事である

が、それが何にして環境保護や経済、社会的な協調性に従ってリスクの低いエ

ネルギーによる電力に置換する事によりが出来るかという事である。 
 
かかる根拠に基づいて核エネルギー批判グループと原発推進派との間の理解の

発端、きっかけが生まれてくる。倫理委員会の判断に賛同のために、核エネル

ギーに対する根本的な反対者であってはならない。ドイツでは核エネルギーを

リスクの少ないテクノロジーを通じて環境、経済及び社会的に調和しながら置

換で出来得るとの可能性が存在するという倫理委員会の一致した意見をともに

するだけで充分である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１． 倫理委員会勧告、エネルギー確保 
 
倫理委員会は、脱核エネルギーは、ここに提示している様々なエネルギー転換

に関する施策を用いて１０年以内に完結できると確信している。この目的及び

必要な様々な施策は、社会を法的に拘束するものとして取り組まねばならない。

明白な時間的な目的設定の土台でのみ、必要な計画及び投資決定を行う事が出

来るのである。 
 
“ドイツの将来エネルギー”という委員会共同報告書は、政治及び社会にとっ

て大きなチャレンジである。それには多くの困難な決定と負担を伴うが、だが、

１０年以内で実現するという特別なチャンスとも結びついている。 
 
この目的は、首尾一貫し、目的方針及び政治的に効果的なモニターリング（分

析、査定及び行動勧告）を前提とするが、それに関しては、この報告書がその

措置及び制度については詳しく説明している。 



 
倫理委員会は、ドイツ連邦議会にエネルギー転換の為の独立した「議会全権委

員」事務局（Parlamentarische Beauftragte）及び「エネルギー転換ナショナ

ル・フォーラム」を、即座に設立することを提案する。この「エネルギー転換

議会全権委員」は、その進展をモニターリング過程において毎年監査しなけれ

ばならない。 
 
 
倫理委員会は、この提案を当然の事として行うのだが、それは連邦政府が、エ

ネルギー転換においては、出来るだけ効果がありかつ目的に沿った行動をとり、

州政府との効果的な協力を引き出する事である。エネルギー転換は、組織的に

も も困難な課題であり、広範なプロジェクト・マネージメントを必要として

おり、それはとりわけ政治への挑戦である。 
 
脱原発は、ドイツにおいて原子力発電所により起こるリスクを、今後排除する

為にも、必要であり、かつ薦めなければならない。この脱原発は可能である。

何故ならリスクの低い（他のエネルギー）選択肢が存在しているからである。

またこの脱原発は、我が国の産業の競争力やその立地条件を危険にさらすこと

なく行われなければならない。科学研究、技術の進展並びに新たな経営モデル

発展の為の（einer nachhaltigen Wirtschaft）企業イニシアチブによって、ドイ

ツは様々な選択肢を得ることになる：風力、太陽熱、水力、Geothermie、バイ

オマス、効果的利用及びエネルギー生産性の向上並びに地球温暖化に優しい石

化ネネルギーからの電力生産である。 
 
 
“脱原発”意が味する事の第一は、原子力発電所の送電停止である。だがしか

し、倫理員会は、この現在の時点以降も原子力発電所は、長期にわたって安全

から廃炉に至るまでの厳しい業務を要求されているのである。 
 
 
共同報告書 
 
倫理委員会は、エネルギー転換は、政治、経済及び社会のあらゆるレベルでの

共同努力によってのみ達成されることを強調したい。この為に共同報告書、“ド

イツ於ける将来のエネルギー”がある。このことは優れた好機でもあるが、勿

論チャレンジでもあるのだ。国際共同社会においても、ドイツが、脱核エネル



ギーを達成できるかどうか、大きな関心をもって見守っている。もしドイツで

この脱核エネルギーが達成できたならば、他の諸国に大きな影響を与える事に

なろう。もしそれが失敗したならば、ドイツにおいても重大な結果となるであ

ろうし、既に到達している再生エネルギー開発にも疑問視されるであろう。 
 
ここ数年の経験からは、我々の共同報告書に関して話題にすることは、自明の

事とではないとの事を示している。エネルギー転換政策導入が遅延するような

事態が起こるかもしれないという懸念は、まったく当然であろう。だが同様に、

ドイツが脱核エネルギーを創造性と取得能力を発揮して現在考えられているよ

りも大幅に短い期間で達成するという期待もまた当然であろう。 
 
ドイツは、脱原発の途を、新たなかつ確信に向けての意欲をもって自国の強化

に進み、かつ（脱原発と云う）監査と指導という重要な過程と対峙しなければ

ならない。地方や、多くの企業、また自主的組織や市民運動に目を向けるとド

イツは、その大方の社会（層）が、既に核エネルギー利用を放棄しうる未来へ

の途上にあると倫理委員会は見ている。書かう状況は、（大衆）下からの支えと

も云えよう。ドイツ経済は、その創造性及び能力や高い品櫃水準から強い経済

力の実現に成功している。益々多くの経営企業体が、その有望な経済部門に向

けて経営範囲を広げている。核エネルギー利用からの離脱は、これら経営企業

体に多くの新たなチャンスを与えている。ドイツのおける科学は、優れたポジ

ションを保持しており、このことから、より重要な技術革新（イノヴェーショ

ン）により、更にエネルギー転換に必要な性能すぐれた解決策を予測できるの

である。 
 
かかる事情から、倫理員会「共同報告書」においては科学研究が重要な役割を

演じている。このことは、自然科学及び技術研究と同様に、人文・社会科学の

研究にも該当する。それ故に倫理委員会は、国家科学アカデミー（die Nationale 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina）が、現在のエネルギー政策に関す

る提言及び広範なエネルギー研究を提示した事を歓迎する。ドイツでの脱核エ

ネルギー政策は、核技術装置の安全並びに使用済み核燃料の処理の為の一層の

研究を必要としているが、このことは、我々は今後も、多くの国々於いて原子

力発電所が稼働しており、さらに新規の原子炉建設を行おうとしている世界に

住んでいる視点からも、言えよう。 
 
倫理委員会が提案して設置された「エネルギー転換：ナショナルフオーラム」

は、社会的な対話を喚起し、それを強めなければならない。脱原発期間を首尾



よく短縮できるのか、或いは脱原発及びエネルギー転換をスムースに乗り切れ

るかどうかは、市町村や企業においては、し自らの決意が重要である。市民対

話や市民フォーラムが、社会のあらゆる段階でエネルギー転換への決定を進展

させるためには、好適な手段である。 
 
 
モニタリング（監視）、付随過程 
 
核エネルギー利用から可能な限り早期に離脱することは、倫理的にも容易に根

拠づけられるが、「倫理員会」の見解からも必要であり、様々な施策の転換に従

えば可能である。 良のケースは、１０年間という前述の脱原発期間を短縮で

きることである。 
 
「倫理委員会」が勧告しているモニタリング過程及び「エネルギー転換に必要

な議会全権委員」は年次ごとに、何時、また如何なる原子力発電所を閉鎖する

ことが可能であるかどうかという決定に必要な根拠を提供しなければならない。 
 
モニタリング（監視）は、時には脱原発の引き伸ばしの動きを事前に察知し、

かつ１０年以内の脱原発が遂行する事が出来るように、更なる様々な施策を提

示しなければならない。モニタリング過程に、科学・技術発展による様様な進

展も考慮しなければならない。 
 
脱原発・順序 

 
原子力発電所は、倫理的根拠からも、それまでの原子力電力が、リスクの低い

エネルギー供給によって置換できえるまでの期間のみ稼働すべきであろう。 
 
今日既に８５億ワットの原子力発電所による不要な発電量は、永続的に送電を

止めるべきであろう。暫定停止中の も古い７つの原子力発電所及びクリュン

メル(Kruemmel)原子力発電所が示している事は、その総発電量、８５億ワット

が、リスクの低いエネルギー供給によって置換しえる事を意味している。夏期

及び冬期の電力 大需要は、他の電力容量によって確保しなければならない。 
 
如何なる序列で原子力発電所を送電を停止するかは、それら原子力発電所が

各々抱えているリスク及びその当該地域での電力網での重要性に従って調整す

べきであろう。 


