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はじめに 

日本学術会議は、2012 年 9 月 11 日付回答「高レベル放射性廃棄物の処分について」に

おいて、「原子力発電は、それによる受益を増加させようとすればするほど、それに付随し

て、負の帰結（被曝労働、定常的汚染、放射性廃棄物、事故の危険性）が増大するという特

徴がある。負の帰結の中でも高レベル放射性廃棄物は、現在世代の一時的な受益が、超長期

における将来世代に危険性を負担させるという特徴を持つ。負の帰結を減少させるために

最善の技術的工夫をしたとしても、これらの負の帰結を完全にゼロにすることはできない」

と述べている１。 

2011 年 3 月 11 日に東日本に発生した大地震と津波、そして福島第一原子力発電所事故

の影響は、5 年を過ぎた現在でも甚大かつ深刻である。2016 年 7 月 19 日現在、福島県災害

対策本部の報告によると、県外への避難者は約 4 万 1 千人、県内避難者も 5 万人弱に及ん

でいる２。実際には被災地に住民票を残したまま転出している人々が相当数あり、避難者総

実数は十数万人におよぶと推定されている。東日本大震災前の福島県の人口は約 200 万人

であるので、およそ 20 人に一人が依然避難生活を強いられているのである。 

また、放射能汚染地区にある保育園・幼稚園では野外での活動を制限されたため、園児の

運動不足による肥満や体力不足、さらに虫に触れない、土いじりが出来ないなど「自然剥奪

症候群」とでも称すべき事態が生じた。さらに、園児だけではなく保護者も震災や放射線が

話題になるだけで落ち込んだり、職員も度重なる除染作業につかれ放射線をいつも意識し

ながらの保育で心が晴れないと訴える者、放射線との長い格闘に疲れ退職する者も見られ

る３。 

本論文では、福島第一原子力発電所事故によって明らかになった日本の課題である「安全

神話からの脱却」「原子力発電リスクを巡る公共的対話の必要性」の 2 点に的を絞って議論

                                                   
１日本学術会議「回答：高レベル放射性廃棄物の処分について」（2012 年 9 月 11 日）、8

頁。＜http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-k159-1.pdf＞（2016 年 7 月 19 日

最終確認）。 
２福島県災害対策本部「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第 1651

報）」2016 年 7 月 19 日現在。＜

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/222152_506189_misc.xls＞（2016 年 7 月

19 日最終確認）。 
３ 尚絅学院大学放射線研究班「”放射能”退かない津波のなかで生きる子どもたち」（尚

絅人間科学研究所主催講演会資料）（2015 年 7 月 11 日） 
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を進める。 

先ず、議論の前提として原子力発電リスクを巡る「現在世代」の「将来世代への責任」を

どのように考えるべきかという規範論的課題について、先行研究を踏まえつつ「現在世代が

その継承を期待する、人権文化という集団的アイデンティティに対する将来世代の集団的

権利」に対する現在世代の対応義務として「将来世代に対する配慮義務（責任）」を捉える

という見方を提示する４。 

次に、福島第一原子力発電所事故の原因とされる「安全神話」について、「安全神話」の

背景にある日本社会の歴史的特質を剔出する。福島第一原子力発電所の事故の原因は、「基

本的には…安全神話にすがって過酷事故管理と緊急時対応の体制整備を怠ってきた」５こと

にある。その背景には、加藤周一が指摘したように、日本社会の「（個人の）集団への全面

的組み込まれにともなう普遍的価値の弱さ、ないし集団があたかも普遍的価値であるかの

ような神聖化」 が起きやすい精神風土があると思われる。しかし、近年若い世代を中心に

自立的な主権者意識が高まりを見せていることも事実である。 

第三に、これらの議論を踏まえつつ、原子力発電リスクを巡る「開かれた公共的対話」を

実現するための方策として、Behnam Taebi が提唱する、「感情（emotion）」に焦点を当て

た「原子力技術のリスクの道徳的受容可能性」に関する明示的な対話を行うことを提案する

６。 

最後に、原子力安全を巡る議論に対する権利に基づくアプローチの導入、グローバル化の

促進および米国を含む東アジアにおける地域的人権保障枠組の創設を提案する。 

 

１．将来世代の権利と現在世代の義務 

 東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以下、福島原発）

事故は、不十分な津波対策、不十分な過酷事故対策、不十分な緊急時対策（緩和・回復策を

含む）によって放射性物質の大量放出という深刻な事態を引き起こした７。その結果、福島

原発建設の決定過程において十分な情報へのアクセスと意見表明の機会を持たなかった福

島原発周辺の子ども達を含む現在世代および将来世代の生存権を含む基本的な権利が回復

不可能なまでに侵害されることとなった。また、福島原発事故によって広く知られるように

                                                   
４ 本報告では、「現在世代」を現時点で生存しているすべての個人から政策決定過程への

参加を法的に認められていない世代（いわゆる選挙権を有しない世代）を除いた個人から

なる集合、「将来世代」を現時点以降に誕生する世代と現時点で選挙権を有しない世代の

個人からなる集合と捉える。 
５豊田正和・森本敏『エネルギーと新国際秩序』（エネルギーフォーラム、2014 年 11 月

29 日）および一般社団法人日本原子力学会東京電力福島原子力発電所事故に関する調査委

員会『福島原子力発電所事故：その全貌と明日に向けた提言―学会事故調最終報告書』

（丸善書店、2014 年 3 月 11 日）（以下、『日本原子力学会最終報告書』）を参照。 
６ Behnam Taebi, Sabine Roese, Ibo van de Poel, The Ethics of nuclear power: Social 

experiments, intergenerational justice, and emotions, Energy Policy 51(2012)202-206. 
７ 『日本原子力学会最終報告書』。 
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なった原子力発電が生み出す高レベル放射性廃棄物の処理問題は、現在世代の将来世代に

対する世代責任の問題として一般に理解されるようになった。 

安全で健康的な環境で生きる将来世代の権利を保障することは現代世代の将来世代に対

する責任であることはまったく自明のことであるように思われる。 

 しかし、法哲学・倫理学の世界では近年、「将来世代の権利」という考え方に対する理論

的挑戦が行われている８。例えば、森村進は「将来世代の権利に対して現在世代は義務を負

う」という議論は成立しないと主張し、その理由として主要な権利論である「権利意志説」

と「権利利益説」を踏まえて以下の通り述べている。権利とは正当とみなされる意志の力で

あるとする「権利意志説」をとると、未来世代は現在において自らの意志を行使できない以

上、未来世代の権利を語ることは困難である。また、権利を正当に認められた利益であると

する「権利利益説」をとった場合でも、未来世代の権利を現在において正当に行使できる代

理者は誰か明確でないので、未来世代の権利を語ることは困難である。森村は、さらに将来

世代の構成と規模は現在世代の選択に依存するという意味で確定し得ず、同定できない人

物の権利を語ることは困難である点を挙げている９。 

宇佐美誠も「将来世代は現在世代に対して配慮請求権を持つから、国家は現在世代を代表し

て配慮義務を負う」という将来世代の権利論は、一見もっともらしいが支持できないとして、

その理由を以下の通り述べている。選択可能な 2 つの政策 A、B があり、政策 A が実施さ

れた場合に存在するであろう将来世代をα、政策 B が実施された場合に存在するであろう

将来世代をβとする。政策 A が実施された場合の将来世代の厚生が政策 B が実施された場

合よりも高い場合、βは政策 A の実施請求権を有しない。何故なら、もし政策 A が実施さ

れればβは存在しないことになり、自らの不存在を引き起こす政策 A を請求する行為の請

求権は考えることができないためである。また、βはαの持つ厚生の実現可能性を知らない

のであるから、βの厚生を根拠として B の実施禁止権を将来世代βが持つと想定すること

も不可能である１０。 

 以上の議論を踏まえて、宇佐美も森村も権利に対応しない非対応義務として将来世代に

                                                   
８ 宇佐美誠「将来世代・自我・共同体」『経済研究』第 55 巻第 1 号（2004 年）、同「将来

世代への配慮の道徳的基礎」鈴村興太郎編『世代間衡平性の論理と倫理』（東洋経済新報

社、2006 年）、同「将来世代への配慮」『環境問題の法哲学（日本法哲学会年報、1995）』

（有斐閣、1995 年）、森村進「未来世代への道徳的義務の性質」鈴村興太郎編『世代間衡

平性の論理と倫理』（東洋経済新報社、2006 年）、吉良貴之「世代間正義論―将来世代配慮

責務の根拠と範囲―」『国家学会雑誌』119 巻 5-6 号、2006 年 5 月、笹川豊『環境問題を

哲学する』（藤原書店、2003 年 12 月）、大田明「世代間正義論はなぜ困難なのか」『論叢

（玉川大学文学部紀要）』第 52 号（2011 年）、郭舜「国際法秩序の再編－地球環境問題と

人権を中心に－」井上達夫編『現代法哲学講義』（信山社、2009 年）、長谷川晃「共通善・

時間・責任―地球温暖化問題の世代間倫理のために」鈴村興太郎編『世代間衡平性の論理

と倫理』（東洋経済新報社、2006 年）を参照。 
９ 森村進「未来世代への道徳的義務の性質」、285―286 頁。 
１０ 宇佐美誠「将来世代への配慮」、143―144 頁。 
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対する現在世代の配慮義務を把握するという考え方を提示している。 

 しかし、将来世代の権利という考え方はほんとうに成立しないのだろうか。 

 論者は、ここで近年マイノリティの人権保障のための規範概念として提示されている「集

合・集団的権利(collective/group rights)」の議論を導入することとしたい。「集合・集団的

権利」とは個人の権利に還元されない特定の集団が集団として有するとされる権利のこと

である。2007 年 9 月 13 日、第 61 期国際連合総会において採択された「先住民族の権利に

関する国際連合宣言」は、その第 1 条において「先住民族は、集団または個人として、国際

連合憲章、世界人権宣言および国際人権法に認められたすべての人権と基本的自由の十分

な享受に対する権利を有する」と述べている１１。 

ドゥワイト・ニューマンは、すべての構成員が入れ替わっても変化しない当該集団の主要

な特質が存在し、かつ構成員がその特質を自らの個人的アイデンティティの不可欠の一部

として認識しているような個人の集合を「集団（collectivity）」と定義した上で、「利益権利

説」に基づいて、特定の個人の利益がある集団的利益の適切な充足無しには存在し得ない、

または有意な形で満たされない場合、個人の権利（利益）はある集団的権利（利益）の存在

を前提としていると言い得ると主張している１２。ニューマンの議論は、集合・集団的利益

（目的）のために個人を犠牲にするような集団ないし集団的利益を一般的に排除している

という意味で、個人の基本権尊重を前提とした集団的権利論であると評価し得る。 

 論者は、集団的権利に関するニューマンの理論的枠組を援用して、集団的アイデンティテ

ィに対する集団的人権（道徳的権利）が存在することの論証を試みた１３。 

アイデンティティとは、個人の人生、すなわち生と死に意味と価値を与える主要な語り

（narrative）である。チャールズ・テイラーによれば、人間の生の不可欠な特質は、それ

が基本的に対話的（dialogical）性格を持っているということである。人間が自分自身を理

解し、完全な人間性を実現し、自らのアイデンティティを確立するのは表現手段としての言

語を通じてである。テイラーは、単なる発話行為だけではなく、アートやジェスチャーも表

現手段としての言語に含めた上で、人間はこれらの言語を通じて他者と関わり合う

（interact）ことによって自己のアイデンティティを確立するのであるとして、人間のアイ

デンティティは対話的性質を持つことを強調する１４。対話は他者を前提としているという

                                                   
１１ ‘The United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People’. GA Res61/295 

UN Doc A/RES/47/1(2007). 
１２ Dwight Newman, Community and Collective Rights, A theoretical Framework for 
Rights Held by Groups, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2011, pp.4-5, 

pp.76-77. 
１３ 詳細は Akihiko Morita, Collective Human Right to Collective Identity, in Paul 

Tiedemann ed., Right to Identity (ARSP-Beihefte, volume 147)(Franz Steiner Verlag, 

Jan. 2016).  
１４ Charles Taylor, Multiculturalism and “The Politics of Recognition”, Princeton 

University Press, 1992, pp.32-37. 佐々木毅他訳『マルチカルチュラリズム』（岩波書店、

2002 年）、47 頁。 
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意味で、本来的に集団的なものである。 

したがって、アイデンティティにも個人的次元と集団的次元があると考えることができ

る。実際に日本人であること、特定の性的志向性を有する等の集団的アイデンティティはそ

の集団の構成員がすべて入れ替わったとしても変わることのない、そして構成員の個人的

次元でのアイデンティティにとって不可欠の特質を有しており、明らかにニューマンが提

示する集団的利益（権利）の要件を満たしている。 

 ここまでの議論が正しいとすれば、人間のアイデンティティには個人的次元と同時に集

団的次元が存在することになる。 

 ここで、ニューマンの定義する集団的アイデンティティの担い手として将来世代を考え

得るか検討してみる。そのために、和辻哲郎の議論を援用する。和辻は、「個人」の発見を

近代（ヨーロッパ）精神の功績であり、重大な意義を有していることを認めつつ、「人間存

在の一つの契機に過ぎない個人を取って人間全体に代わらせようとした」点に誤謬がある

として、実践的行為的連関における人間を時間的かつ空間的な構造の中の共同的存在とし

て把握しようと努めた。和辻は、人間（主体）の行為は、主体間の間の働き合いであり、必

ず既存の人間関係を背負いつつ可能的な人間関係の方向へと働くものであると分析してい

る１５。 

 和辻の議論を踏まえつつ、現在世代の人間が自らのアイデンティティを形成するプロセ

スを観察すると、そこには明らかに将来世代との働き合いと呼び得る現象が存在する。例え

ば、カナダのケベック州においてフランス語が公用語として保護されるのは、将来にわたっ

てケベックではフランス語がその集団的アイデンティティの不可欠の要素として維持され

ることが望ましいという現在世代の価値判断ないし期待の反映である。その結果、ケベック

州の将来世代は特定の集団的アイデンティティを持つことが予測される。同時に、そのよう

な予測がケベック州の現代世代に英語圏であるカナダの中で異なった言語を公用語とする

ことに伴う不利益を甘受させる意欲の源泉ともなっているのだ。つまり、フランス語を中心

としたケベック文化という現在世代の集団的アイデンティティは、将来世代が同様な文化

を継承することを前提としている。そうであるとすれば、将来世代は現代世代のかけがえの

ない集団的アイデンティティの不可欠の担い手として、現代世代と同様な集団的アイデン

ティティを維持することを求める利益（権利）を有すると言えるであろう。少なくとも、将

来世代は現在世代が継承することを期待する集団的（利益）アイデンティティについて、現

在世代に対してその維持継承に必要な政策を実施することを請求する潜在的権利、いわゆ

る「将来世代の権利」を有すると考えることができるように思われる。 

 今日の世界では、人類社会のすべての構成員に固有の尊厳と平等で譲ることのできない

権利を承認し、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利を保障する

ことは普遍的な利益（権利）として認められている１６。換言すれば、現在世代は基本的な権

                                                   
１５ 和辻哲郎「倫理学」（一）岩波文庫（岩波書店、2007 年）、354 頁。 
１６ 世界人権宣言前文および第 25 条 1 項。 



6 

 

利と自由がすべての個人に保障される文化、人権文化を尊重するという集団的アイデンテ

ィティを今後も維持したいと基本的に望んでいると考えて差し支えない１７。すなわち、

H.L.A.ハートが述べたように、(i)人間の傷つきやすさ、(ii)（人間の）おおまかな平等性、

(iii)（人類の）限られた利他性、(iv)限られた資源、(v)（人間の）限られた理解力と意志の

強さ、を前提とすれば、「人々が共に生き続けるという最小限の目的」を実現するための一

定の規範が必要であり１８、これを「人権文化」とおおまかに定義するとすれば、その最も重

要な原理が「すべての人が同等の配慮と尊重を受ける権利」であり、今後も人間の特質が上

記の通り変わらないとすれば、将来世代においてもこの「人権文化」が必要とされ、尊重さ

れるであろうと推定される。将来世代の自発的意思による文化的可塑性も、人間の基本的特

質によって規定された「人権文化」の範囲内でのみ可能であると言えるように思われる。 

 すなわち、宇佐美の議論は現在世代がとり得る政策が無制約であり、その結果生まれるで

あろう将来世代は現代世代とまったく異なることを前提にしているという意味で適切な前

提に立っておらず、将来世代も H.L.A.ハートが主張するような人類の特質を持ち続けるこ

とを推定しうること、さらに現在世代の将来世代がそのような集団的アイデンティティを

持つことを（現代世代）の集団的アイデンティティの不可欠の前提としているとすれば、現

在世代がとり得る政策には一定の制限があり、将来世代はそのような文化が継承される政

策の実現を現在世代に請求する権利を有していると言うことができるであろう。 

将来世代の利益の現在世代における正当な代理者を決定することは困難であるとする森村

の議論についても、以上の議論を踏まえれば容易に論駁することが可能である。現在世代が

「すべての人が同等の配慮と尊重を受ける権利」を枢要な原理とする「人権文化」を自らの

集団的アイデンティティの中核的価値と考えているということは、和辻の空間的時間的構

造の中の共同的存在としての人間観を踏まえれば、現在世代が将来世代においても「人権文

化」を保持し続けることの期待が現在世代の中核的アイデンティティを支えていると考え

                                                   
１７ すべての人が同等の配慮と尊重を受ける権利を認める道徳が、真の道徳としての特別

な地位を有するという議論については、以下を参照。なお、人権は実定法上の規則（ルー

ル）と解釈上参照されるべき原理に分類され得ると考えられるが、本報告で言及している

「すべての人が同等の配慮と尊重を受ける権利」は原理に分類されるべきものである。ち

なみに、ドゥオーキンによると、規則（ルール）とは、「有料高速道路で法的に承認され

た最高速度は、時速 60 マイルである」というような全か無かという形で適用される基準

であるのに対して、原理は「いかなる者も、自らの不正によって利益を得てはならない」

という一般原則のように、特定の事例に関する法的判断（主に裁判所の判決）において最

善の解釈を可能とするために援用される規定である。但し、言及される文脈によって、同

一の規定が規則として理解されたり、原理として理解されることはあり得る。

H.L.A.Hart, The Concept of Law 3rd edition, Oxford University Press, 2012(長谷川恭訳

『法の概念』第 3 版、筑摩書房、2014 年)、Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, 

Harvard University Press, 2010（木下毅・小林公・野坂泰司訳『権利論〔増補版〕』、木

鐸社、2009 年および小林公訳『権利論 II』、木鐸社、2012 年）。 
１８ H.L.A.Hart, The Concept of Law 3rd edition,pp.193-200 および長谷川恭訳『法の概

念』第 3 版、302―311 頁。 



7 

 

ることができるから、将来世代のもっとも基本的な利益として現在世代が想定する「人権文

化」の維持発展をはかることは、将来世代の正当な代理者としての現代世代の義務であると

言えるであろう。 

 つまり、現在世代は世界人権宣言や国際人権条約等に規定されている人権文化という集

団的アイデンティティの存続のために必要な措置を講ずる責任を将来世代の集団的権利に

対する対応義務として負っているということである。 

 ここまでの議論が正しいとすれば、現在世代は将来世代の権利に対する対応義務として、

将来世代に「安全で健康的な環境」を保障する義務を有していると主張することができるで

あろう。 

 以上の議論は、近年急速に発展しつつある国際人権レジーム（人権に関する国際条約・宣

言とその実効的保障メカニズムの総体）を対象とする人権の哲学的根拠の研究を主導する

アレン・ブキャナンの「最小限人権論」とも整合的である。ブキャナンは、文化的宗教的差

異を越えて合意し得る人間の基本的利益として「人間の最小限の尊厳ある生」を提示し、こ

の基本的利益を保障するために必要な権利を基本的人権として定義している。なお、ブキャ

ナンは基本的人権のリストは哲学的探究のみではなく、例えば女性や難民、子どもが置かれ

た政治的社会的特殊事情を踏まえた実証的検討を通じて確定できると主張している１９。 

 現在世代が将来世代の「安全で健康的な環境」で生きる権利を保障する義務を負っている

ことを前提として、次節ではこの義務に応えるためにわれわれは何をすべきなのか、さらに

考えてみることしたい。 

 

２．「安全神話」からの脱却 

福島原発事故の原因は、「基本的には…安全神話にすがって過酷事故管理と緊急時対応の

体制整備を怠ってきた」２０ことにある。また、日本における原子力安全の確保がハードウ

ェア的側面に偏り、「深層防護の考え方の適切な取り入れ、マネジメントやリーダーシップ、

安全文化、アクシデントマネジメント策といったソフトウェア的側面」が不十分であったこ

とが指摘されている２１。その背景として、国際原子力機関（IAEA）が整備してきた原子力

安全基準を「必ずしも十分に遵守してこなかった」だけでなく２２、原子力安全委員会が 1992

年に提出したシビアアクシデント対策報告書２３が「20 年間店晒し」にされていたことに示

                                                   
１９ Allen Buchanan, Human Rights, Legitimacy, & the Use of Force, Oxford University 

Press, 2010, pp.71-102. また、アレン・ブキャナンの人権論に対する評価については、

井上達夫『世界正義論』第 3 章「国家体制の国際的正当性条件―人権と主権の再統合」筑

摩選書（筑摩書房、2012 年）を参照。 
２０豊田正和・森本敏『エネルギーと新国際秩序』（エネルギーフォーラム、2014 年 11 月

29 日）、143 頁。 
２１ 『日本原子力学会最終報告書』、119 頁。 
２２ 『日本原子力学会最終報告書』、318 頁。 
２３ 原子力安全委員会原子炉安全基準専門部会共通問題懇談会「シビアマネジメント対策

としてのアクシデントマネ－ジメントに関する検討報告書―格納容器問題を中心として
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されているように、政府および事業者の両方に「原子力利用の重大性の認識と利用に伴うリ

スクの正しい理解と覚悟に欠けていた」点が指摘できる２４。さらに、原子力安全について

は、「どの水準までの安全が用意されれば受容すると決めるのかを、社会と合意しなければ

ならない」にもかかわらず２５、「過酷事故対策そのものを認めることで、現状の安全性を説

明することが困難になると考える対話力不足」２６があったとされる。 

論者はとりわけ、「（原子力安全を巡る）国際基準づくりを主導する提案はもとより国内の

基準への取入れについても積極的な取組みは十分に行われず、わが国にとって不利益とな

らないようにするとのネガティブチェック的な対応が中心となってきた」２７点に日本の課

題が示されていると考えている。 

論者は 20 年間にわたって子どもの権利を巡る国際的な活動に携わってきたが、一部の例

外を除いて、日本の政府および社会が人権を巡る国際的な動向にほとんど関心を持たず、そ

の対応は国内における自らの不利益を避けることを主な目的としているという印象を常に

いだいてきた。日本社会の内向き思考、精神的閉鎖性は論者だけの感想ではない。例えば、

『文明の生態史観』の著者である梅棹忠夫は 1970 年代初めに日本の大学が国際交流に消極

的であることを批判して、以下の通り述べている２８。 

 

日本の大学が一般的に国際交流にきわめて冷淡なのは、かならずしも制度的な障害によ

るものだけではありません。基本的には、大学人そのものが、国際交流に気のりうす、と

いうのが実状ではないかとおもいます。それにはいろいろ理由がありますが、なかでも

おおきいのは、さきに一般的問題としてのべたのとおなじで、やはり日本が温室である

ということではないでしょうか。日本という国は、人口が一億もあって、しかも教育水準

がきわめてたかい。ここに、巨大な知的マーケットが成立しているわけです。なにも、外

国にむかってモノをいわなくても、国内だけでけっこうやっていけるわけです。国際交

流はそのかぎりでは不必要なんです。 

日本は、まわりを海にかこまれているという地理的条件からも、たいへん鎖国しやすい

国であります。できることなら国をとざして、温室のなかでぬくぬくくらしたい、という

傾向がつねに潜在している国であります。 

（しかし）、国際環境下における日本の立場は、いまや重大な難所にさしかかっているよ

うにおもわれます。強大な外圧が、この国のうえにのしかかろうとしているように、わた

                                                   

―」（1992 年 3 月 5 日）。 

＜http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19920528001/t19920528001.html＞

（2016 年 7 月 19 日最終確認）。 
２４ 『日本原子力学会最終報告書』、334 頁。 
２５ 『日本原子力学会最終報告書』、333 頁。 
２６ 『日本原子力学会最終報告書』、336 頁。 
２７ 『日本原子力学会最終報告書』、346 頁。 
２８梅棹忠夫「国際交流と日本文明」『国際交流』第１号（国際交流基金、1974 年 3 月）。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19920528001/t19920528001.html
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しにはおもえてなりません。わたしは、短期的な国際政治の次元でこういうことをいっ

ているのではありません。より長期的な、日本文明のたどるべき運命についてもうしあ

げているのです。いまこそ、よほど腹をきめて、体質の変化を積極的にはかるべきときが

きたようにおもうのです。受信一方から発信機能の全面的開発へ、努力目標を早急に変

換する必要があろうかとおもいます。さもなくば、この文明のもつ体質的なシャイネス

（内気、恥ずかしがり）が、この文明自体の命とりになるのではないかとさえ、おもうの

であります。 

 

したがって、原子力発電に関わる政府および事業者の対応についても、日本社会の一般的

な傾向の一つとしてたいへんよく理解できるように感じた。その意味で、森本敏が現在の日

本国内の課題として挙げる「公共性の復権（個人の公共空間への参加や地域社会の活性化）」

「個人が引き受けるべき公的な責任の性質や度合いについての自覚的な意識化」、さらに山

地憲治の「主権者である国民は政治的共同体である国家の在り方について明確な見解を持

たねばならないが、豊かになったわが国ではそのような意識は希薄である」という問題意識

２９には論者も共鳴する点が多い。そもそも日本は加藤周一が指摘していたように、「（個人

の）集団への全面的組み込まれとともなう普遍的価値の弱さ、ないし集団があたかも普遍的

価値であるかのような神聖化」３０が起きやすい精神風土であることも事実であろう。 

ちなみに、国際的なジャーナリストであるトーマス・フリードマンも 2000 年当時、日本

社会について以下の通り述べている３１。 

 

日本は、自由民主党という政党ただひとつに支配されていた。自民党に統治される一方

で、ロシアや中国と同じようにノーメンクラトゥーラ（特権階級）、つまりエリート官僚

によって牛耳られていた。 

日本の報道機関は信じられないほど従順で、おおやけに政府に操作されているわけでは

ないものの、もっぱら政府に誘導されていた。 

日本は、非常に従順な国民を持ち、従わない者には巨大な代価を課していた。従わない者

は、強制収容所におくられることはないかわりに、その人たち自身の内なるシベリアへ

と送り込まれた。 

 

 しかし、フリードマンの観察は 15 年前の日本に関するものである。その後の日本では希

望の持てる変化も生じている。例えば、NHK放送文化研究所が 1973年より実施している「日

                                                   
２９ 山地憲治『フクシマのあとさき』エネルギーフォーラム新書（エネルギーフォーラ

ム、2015 年 6 月 28 日）88 頁。 
３０ 加藤周一・M.ライシュ・R.J.リフトン著、矢島翠訳『日本人の死生観』下巻、岩波新

書（岩波書店、1997 年）、246 頁。 
３１トーマス・フリードマン、東江一紀・服部清美訳『レクサスとオリーブの木』下巻（草

思社、2000 年）、203―206 頁。 
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本人の意識調査」は、「戦争世代（1928年生れ以前）」「第一戦後世代（1929年から 1943年

生れ）」「団塊世代（1944 年から 1953 年生れ）」「新人類世代（1954 年から 1968 年生れ）」

「団塊ジュニア世代（1969 年から 1983 年生れ）」「新人類ジュニア世代（1984 年から 1997

年生れ）に世代を分類した上で、国民の主権者意識、すなわち政治面での主体者意識につい

て調査・分析を行っている。同調査によると、「国会議員選挙の時に、私たち一般国民が投

票することは、国の政治にどの程度の影響を及ぼしていると思いますか」という質問に対し

て、①非常に強い影響を及ぼしている〈強い〉、②かなり影響を及ぼしている〈やや強い〉、

③少しは影響を及ぼしている〈やや弱い〉、④まったく影響を及ぼしていない〈弱い〉、の４

つの選択肢による回答を求めたところ、1973年には〈強い〉＋〈やや強い〉が 66%、〈弱い〉

＋〈やや弱い〉が 28％であったのに対して、1998 年にそれぞれ 40％、55%となり、人々の

選挙に対する有効性感覚は戦後最低となっているが３２、2003 年、2008 年、2013 年の〈強

い〉＋〈やや強い〉は 41％、48％、49％、〈弱い〉＋〈やや弱い〉は 55％、49％、49％と、

21 世紀にはいって日本における選挙に対する有効性感覚は回復傾向にある３３。さらに政治

に対する選挙、デモ、世論等の働きかけの有効性感覚についても、戦争世代（1924―1928年

世代）がもっとも高く、そのあと団塊ジュニア世代（1969年から 1983年生れ）に至るまで

世代が若くなるほど政治的有効性感覚は低くなっているが、次世代の新人類ジュニア世代

（1984年から 1997年生れ）からは全般的に政治的有効性感覚が向上しており、しかも若い

世代ほど高くなっている３４。さらに、選挙権が 18歳に引き下げられた最初の国政選挙とな

った第 24回参議院議員通常選挙（2016年 7月）では、高等学校において積極的な主権者教

育を受けた 18歳の投票率は 51.17%と、すでに高校を卒業してそのような教育を受けられな

かった 19歳の 39.66%と比較して 10ポイント以上も高い投票率を示し３５、いわゆる適切な

民主主義教育が若者の政治への参加意識を大きく変える可能性を持つことが確認された３６。 

つまり、戦後の日本では 20 世紀末まで国民の主権者意識の持続的な低下傾向が見られた

が、その後若い世代を中心に主権者意識の復活が見られるということである。しかも、若い

世代の主権者意識はアジア諸国を日本と同列に捉える新しい水平的価値観と並行して発展

しており３７、論者はこの点に日本社会の希望を見ている。 

                                                   

３２ NHK 放送文化研究所『現代日本人の意識構造[第６版]』（日本放送出版協会、2005

年）、82―89 頁および『現代日本人の意識構造[第 7 版]』（日本放送出版協会、2010 年）、

73―81 頁。 
３３ 『現代日本人の意識構造[第 8 版]』（日本放送出版協会、2015 年）、79―82 頁。 
３４ 『現代日本人の意識構造[第 8 版]』（日本放送出版協会、2015 年）、84―86 頁。 
３５ 総務省「第 24 回参議院議員通常選挙年齢別投票者数調（18 歳・19 歳）（速報）」＜

http://www.soumu.go.jp/main_content/000429404.xlsx＞（2016 年 7 月 21 日最終確

認）。 
３６ 「島澤諭「【2016 参院選を振り返る】18 歳選挙権導入と世代間格差 若者はとにかく

投票に行こう」BLOGOS＜http://blogos.com/article/183612/＞（2016 年 7 月 21 日最終確

認）。 
３７ ヨハン・ガルトゥング『平和を創る発想術 紛争から和解へ』（岩波書店、2005 年）、

http://www.soumu.go.jp/main_content/000429404.xlsx
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３．原子力発電リスクを巡る国民的合意に向けて―「感情」に焦点を当てたアプローチ 

日本において原発安全神話と国民軽視の原発安全対策が成立したのは、国策事業である

原発からの撤退はあり得ないという固定観念によるものである３８。識者の中には、日本の

原子力発電継続は米国政府の方針であるために変更することは不可能であると日本政府お

よび事業者が考えていると判断している人々も少なくない３９。 

 一方、普遍的規範とされる人権の促進を図ることを目的として設置されている国連諸制

度についても日本政府や事業者の対応はきわめて消極的である。例えば、2012 年の日本の

人権状況を審査する国連人権理事会４０および 2013 年 11 月 15 日～26 日の健康の権利に関

する国連特別報告者アナンド・グローバー氏４１の来日調査と同報告に対する日本政府の対

応は、東日本大震災前の日本政府原子力関係者と事業者の国際原子力機構（IAEA）に対す

るそれと大同小異であったと評価し得るであろう。また、国際原子力機構（IAEA）や国連

科学委員会（UNSCEAR）は一般国民からは日本政府の御用団体と認識されており、これら

の国際機関の仲介ないし協力が日本国民の原発不信の解消に役立つとは考えられない。 

 したがって、現在の日本において、豊田正和が主張するように「エネルギー小国日本のエ

ネルギー安全保障の観点」４２から原子力発電の将来を冷静に議論することは極めて困難で

あると論者は判断している。 

 それでは、何をすべきか。 

何よりも、福島原発事故を体験した国民感情への対応が必要である。今日の日本では原子

力安全に関する政府および事業者への国民の信頼は完全に失われており、これを単に情緒

的かつ非合理な反応と切り捨てるようでは、今後原子力発電を巡って生産的な公共的対話

が行われる可能性は少ない。 

Behnam Taebi はリスクの評価は必然的に倫理的省察が含まれ、純粋に定量的なアプロー

チは倫理的課題を明らかにするよりも曖昧にするとして、従来の確率論的リスク評価（PRA）

に基づくアプローチのみでは原子力を巡るリスク問題に適切に対処することはできないと

                                                   

27 頁。 
３８ 加藤寛『日本再生最終勧告―原発即時ゼロで未来を拓く』（ビジネス社、2013 年）を

参照。 
３９ 例えば、矢部宏治『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』（集英社、

2014 年）。 
４０ 定期的普遍的審査（Universal Periodical Review）。４年に一度、国連人権理事会が国

連加盟国の人権状況を審査し、必要な措置を当該国に勧告する制度。日本は 2008 年に第

1 回目の審査を受け、2012 年に第 2 回目の審査を受けている。第 2 回審査では、オースト

リア政府代表より日本政府に対して「放射能の危害から福島地域の住民の生命と健康に対

する権利を保護するためにすべての必要な措置を取ること」 が勧告された。 
４１ 達成可能な最高水準の心身の健康を享受する権利に関する国連人権理事会特別報告

者。 
４２ 『日本原子力学会最終報告書』、311 頁。 
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して、「感情（emotion）」に留意した「原子力技術のリスクの道徳的受容可能性」に関する

明示的な議論によって補完することを提案している４３。 

Taebi は、原子力発電を「社会的実験」と捉えた上で、（実験室内での一般的な）実験に求

められる倫理的条件である「人の尊重(respect for persons)」「善行（beneficence）」「正義

(justice)」を原子力発電という社会的実験に適用するためには、優れた技術と管理能力に加

え、民主的な政策決定と正統化の形式を必要とし、とりわけ民主的な討議の過程において

「感情」が果たし得る役割に対する理解が必要であると主張する。 

Taebi は、政策決定者が原子力発電に対する国民の否定的感情を原子力技術を規制ないし廃

止する理由と捉えることを「大衆迎合主義的陥穽」、その感情を無視することを「テクノク

ラート的陥穽」を述べ、より深い次元での洞察によれば原子力エネルギーに対する反対派の

感情には過酷事故による壊滅的な事態に対する不安や（原子力発電がもたらす）強制的なリ

スクの強要に対する義憤が含まれており、また推進派の感情には原子力エネルギーが他の

エネルギーに比較してもたらし得ると思われる可能性と便益に対する好奇心と熱意がある

と分析し、これらの感情はいずれも原子力エネルギーを巡る重要な評価対象として真剣に

取り扱うべきであると主張している。 

さらに、Taebi は、道徳的に望ましい原子炉を設計するためのシナリオを専門家と一般市民

が共同して作ることや、他のエネルギー源のインパクトや付随的なリスクを人々に感情的

に知覚してもらうために物語や映像、文学を活用することを提案している。 

今日、脳科学の発達によって感情の役割をより科学的に解明することが可能となっており

４４、そのような知見を踏まえた、より有効な対話を促進するための新たなスキルやプログ

ラムも世界各地で開発されている４５。われわれはこのような最新のスキルも取り入れて、

万人が共通に持つ倫理的、感情的関心を土台とした開かれた公共的対話の実現に向けて忍

耐強く努力を続けるべきであろう。 

 

４．原子力発電リスクに関する権利論からの提言 

最後に、権利論の観点から原子力発電を巡る国民的合意形成に向けて具体的な提言を行

                                                   
４３ Behnam Taebi, Sabine Roese, Ibo van de Poel, The Ethics of nuclear power: Social 

experiments, intergenerational justice, and emotions, pp.202-206. 
４４ アントニオ・R・ダマシオ著、田中三彦訳『無意識の脳 自己意識の脳』(講談社、

2003 年)を参照。 
４５ グーグルが開発・普及させたマインドフルネスや、アニータ・ブラウン等が開発した

ワールドカフェなどはその一例である。荻野淳也・木蔵シャフェ君子・吉田典生『世界の

トップエリートが実戦する集中力の鍛え方』（日本能率協会マネジメントセンター、2015

年）。アニータ ブラウン・デイビッド アイザックス・ワールド・カフェ・コミュニティ

著、香取一昭・川口大輔訳『ワールド・カフェ~カフェ的会話が未来を創る』（ヒューマン

バリュー、2007 年）。  
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うこととしたい。 

 第一に、普遍的な法・道徳規範である人権言語への原子力安全政策の書き換え、読み替え

を行うべきである。1980 年代以降、開発協力の世界を中心に「権利に基づくアプローチ」

の主流化が進んだ。それまで、弱者のニーズに対する恩恵的な支援と考えられていた国際協

力（開発協力）は、支援を必要とする人々を「権利の主体」として尊重し、その生存・発達

の権利を充足させるために協力する対応義務の具現化である考えられるようになった。ま

た、そのために被支援者が開発協力の政策決定・実施過程において自己の意見を反映させ得

る制度の必要性とそのための政治的・市民的権利の保障の重要性が認識されるようになっ

た。 

『日本原子力学会最終報告』は「原子力安全規制の目的は公衆と環境を護ることである」と

述べ、従来の日本政府と事業者には深層防護のうち「設計基準を超す事故への対策（第 4 層）」

および「公衆と環境の防護のための防災対策（第 5 層）」の備えが不十分であったと分析し

つつ、放射性物質の大量放出によって公衆（被災住民）のどのような権利が侵害されるのか、

については記述がない。これは、自然科学者による報告書としてやむを得ないことであろう

が、今後、人権研究者や実務家との協力に基づき、法的義務として原子力安全を位置づける

上からも、権利アプローチを明示的に導入することは必要なステップであると思われる。 

しかし、福島原発事故に関し、「事業者がトラブルや不正を起こすたびに国民から規制の強

化を強いられ、規制をしているという姿勢をアピールしやすい数が多くてリスクの低いも

のの試験検査の強化を重ねた結果、リスクが高く安全性向上への規制資源の傾斜配分が行

えなくなり、結果的にシビアアクシデント対策などの対応が間に合わなくなった」「リスク

の高低にかかわらず平板的にすべてのものを対象としたアリバイつくり的書類作成に貴重

な規制資源を浪費したため、事業者の自主的な改善を促進すべき規制が逆に阻害すること

となった」４６という反省からも明らかなように、十分な科学的知識に基づかない法規制至

上主義は逆に原子力関係者を含む人々の自発性を阻害するおそれもある。 

したがって、原子力安全を巡る議論を権利に基づくアプローチの枠組に読み替える際には

人権関係者の原子力問題に関する継続的な教育も必要であろう。実際に国連・子どもの権利

委員会が各国における子どもの権利の保障状況を審査するために行っている政府報告書審

査において、政府報告書が災害関連とりわけ原発事故や化学工場事故などの技術的災害に

言及することはほとんどなく、国連・子どもの権利委員会もその最終見解において技術的災

害による人権侵害について具体的な提言を行った例は皆無とされている４７。したがって、

政府原子力関係者および事業者と国連諸組織を含む人権関係団体との共同研究会など地道

                                                   
４６ 『日本原子力学会最終報告書』、330 頁。 
４７ Plan International, A Review of Disaster Risk Management, Conflict and Climate 
Change in the Monitoring of the UN Convention on the Rights of the Child, 2013. ＜

http://plan.org.co/quienes-somos/prensa-y-publicaciones/centro-de-

medios/noticias/FINALASallincludedPPforCRCCommittee.pdf ＞（2016 年 7 月 19 日最

終確認）。 

http://plan.org.co/quienes-somos/prensa-y-publicaciones/centro-de-medios/noticias/FINALASallincludedPPforCRCCommittee.pdf
http://plan.org.co/quienes-somos/prensa-y-publicaciones/centro-de-medios/noticias/FINALASallincludedPPforCRCCommittee.pdf
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な相互啓発・理解の機会を設けることが必要であろう。 

 第二に、人権アプローチに基づく原子力安全の議論においても国際的な動向を積極的に

導入することが重要である。中でも、当事者主権の観点から、被災者の意見を政策決定過程

に反映するための政治的・市民的権利を如何に実質的に保障するか、は真剣に検討すべきで

ある。例えば、1998 年 6 月 25 日に採択された「環境に関する、情報のアクセス、決定へ

の市民参加、及び、司法へのアクセスに関する国連欧州経済委員会条約（オーフス条約）」

４８は参照する価値があると思われる。オーフス条約は環境に関する情報へのアクセス権、

政策決定への参加権、司法へのアクセス権を「市民」に保障し、締約国は自国の「公的機関」

がこれらの権利を市民に保障することを確保する義務を負うと定めている４９。同条約は「公

的機関」として、国家レベル・地方レベルの政府だけでなく、政府機関の規制のもとで公共

サービスを提供する個人や企業も含まれると定めている５０。さらに、同条約は市民からの

請求に応じて情報を提供する義務（4 条）（情報への受動的アクセスの保障）を公的機関に

課すのみでなく、公的機関が、その機能に関連する環境情報を収集、保有、普及するように

確保し（5 条 1 項(a)）（情報への能動的アクセスの保障）、環境に重大な悪影響を及ぼしう

る活動とその提案についての情報が常に公的機関に寄せられるような義務的制度を設置し、

また、人の健康や環境に切迫した脅威がある場合、市民が損害を防止または緩和できるため

のあらゆる情報が、悪影響を受けるおそれのある市民に、直ちに、遅滞なく普及されること

を確保する（5 条１項(b)(c)）義務を締約国に課している５１。福島の原発事故の際に、

SPEEDI(緊急時迅速放射能予測ネットワークシステム)による放射線量の情報および放射

性プルームの動きが直ちに公表されなかったことが住民の政府に対する信頼を著しく損な

う結果を引き起こしたことを想起すれば、オーフス条約の規定が如何に有効か容易に理解

することができる。 

 第三に、広く人権保障を目的とする米国を含む東アジア地域の地域的人権保障枠組を整

備することが必要である。論者はかねてより、子どもの権利条約新議定書（第 3 議定書）５２

                                                   
４８ ＜http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf＞2013 年 2 月 1

日最終確認。 
４９ 高村ゆかり「情報公開と市民参加による欧州の環境保護―環境に関する、情報へのア

クセス、政策決定への市民参加、及び、司法へのアクセスに関する条約（オーフス条約）

とその発展―」『静岡大学 法政研究』8 巻 1 号、2003 年 10 月、174 頁。 
５０ 高村ゆかり「情報公開と市民参加による欧州の環境保護―環境に関する、情報へのア

クセス、政策決定への市民参加、及び、司法へのアクセスに関する条約（オーフス条約）

とその発展―」、174―173 頁。 
５１ 高村ゆかり「情報公開と市民参加による欧州の環境保護―環境に関する、情報へのア

クセス、政策決定への市民参加、及び、司法へのアクセスに関する条約（オーフス条約）

とその発展―」、169―165 頁。 
５２ 同議定書は国連・子どもの権利委員会に対する個人通報制度を創設するためのもの

で、2011 年 12 月 19 日に国連総会で採択され、2012 年 2 月 28 日にジュネーブの国連欧

州本部で開催された共同署名式をもって各国政府の署名・批准に開放された。その後、

2014 年 1 月 14 日にコスタリカ政府が 10 番目の批准国となり、同議定書第 19 条の規定に
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への署名・批准ないし加入をひとつの契機に，ASEAN 女性と子どもの権利委員会との連携

を強化しつつ、地域的な子どもの権利保障メカニズムの創設を目指すべきであると主張し

てきた。 

国際的な個人通報制度の創設は，国内的および地域的な人権保障メカニズムを強化し補完

する。 

その意味で，子どもの権利条約新議定書は，東アジアにおける国内的・地域的人権保障メカ

ニズムの強化に大きな機会を提供するものである。たとえば，同議定書の第 15 条「国際的

援助および協力」 を発展させて，国連・子どもの権利委員会に対する救済申立てに関連し

た情報収集・提供について，国連・子どもの権利委員会が子どもの権利に関連する原子力安

全事例に関する情報提供を東アジアにおける権限のある地域機関、例えば『エネルギーと新

国際秩序』が提言している原子力安全に関する地域的協力機構に対して依頼できることを

定めた地域的取極めを結べば、国境を越えた人権侵害事例（原子力災害を含む）を審査する

国連・子どもの権利委員会の能力を向上させると同時に，東アジア域内における「権利に基

づくアプローチ」を強化するであろう。 

さらに、東アジアにおける実務的な地域的協力枠組は、サンフランシスコ平和条約によっ

て意図的に孤立させられてきた日本社会に精神的な安定と自信を与え、国際的な新動向に

積極的に関わろうとする意欲を促進すると論者は考えている５３。 

  

さいごに 

カナダ自由党の元党首で現ハーバード大学教授のマイケル・イグナティエフは、原子力政

策における正当性ある選択は当事者論争主義的審理、すなわち核の安全性をめぐる多様な

主張を活力ある公共的評価に付することをつうじてのみ実現し得ると主張している５４。 

                                                   

より、3 カ月後に国際的に発効した。個人通報制度とは，権利侵害を受けた個人が裁判等

の国内的救済手続きを尽くしても，なおその救済を得ることができなかった場合，関連す

る国際的・地域的人権条約機関に直接的に申立てをおこない，その救済を求めることがで

きる制度のことである。国際的な通報制度は今や人権保障にとって必要不可欠な標準的制

度と考えられており、例えば女性差別撤廃委員会に対する個人通報制度を定めた議定書に

は、英国やドイツ、オーストラリアやタイ、さらに韓国やモンゴルを含む 106 カ国が加盟

している。韓国、モンゴルは自由権規約委員会に対する個人通報制度を定めた議定書にも

加盟している。また、ヨーロッパ、米州、アフリカには地域的な個人通報制度が設けられ

ている。2016 年 7 月 19 日現在で、50 カ国が署名、27 カ国が加盟している。東アジアで

はタイが 2012 年 9 月 25 日に同議定書に加盟しており、モンゴルも 2013 年 10 月 4 日に

署名、2015 年 9 月 28 日に批准している。 
５３ Akihiko Morita, Intercultural Approach for the Asia Pacific-Human Rights Stories 

-, Asian Legal philosophy, Vol. 3 No. 1(Korean Association of Legal Philosophy, 

forthcoming). 
５４ Michael Ignatieff, The Lesser Evil, Princeton University Press, 2004. 

（添谷育志・金田耕一[訳]『許される悪はあるのか？テロ時代の政治と倫理』、風行社、

2011 年）および森田明彦「マイケル・イグナティエフ『許される悪はあるのか？―テロ時

代の政治と倫理』（書評論文）『ニューズレター』第 92 号（日本カナダ学会、2012 年 8
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 論者も報告者の一人として参加した、第 31 回中日工程技術研討会（シンポジウム）能源

政策產業人文組（エネルギー産業政策人文分科会）（2015 年 12 月 2 日、台湾）は、原子力

発電を巡る開かれた公共的対話が東アジアでも可能であることを、論者を含む日本人参加

者に深く確信させる貴重な機会であった。 

 今日の日本では、原子力発電所再稼働と同プラント輸出を容認・促進する政府を慮ったメ

ディアおよび国民の「自己規制」によって、原発を巡る公共的対話の実現は極めて困難な状

態にある。 

西原春夫元早稲田大学総長は「健全な国家には政府に邪魔だと思われる新聞・テレビが絶対

必要です。政府も寛容でなければなりません。ジャーナリストよ、戦後の原点に返れという

思いでいっぱいです」と現在の日本の状況に警鐘を鳴らしている５５。 

 日本社会は一般に調和を重んじ、指導者を基本的に信頼する素晴らしい伝統を持ってい

るが、時にそのマイナス面が顕在化することがある。 

そのような場合に、信頼できる他者が仲介して、理性的な対話が可能な公共的空間を拓くこ

とはきわめて意義のあることである。 

本書（『福島事故後台日エネルギー政策の変換と原子力安全協力（仮題）』）の公刊が、そ

のような機会への一歩となることを強く願って、本稿を擱筆することとしたい。 
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