
3夜連続緊急シンポジウム
「東日本大震災にみる諸問題を考える」報告

　「東日本大震災がもたらした電力不足対策の全体像と問題点は何か」 
経済学部教授　小川　芳樹（環境経済学）

　「今後の省エネルギー対策・節電対策をどうみるか―統合資源計画（IRP）の視点から」
　 　　経済学部教授　山谷　修作（環境政策）

　「電力不足は中長期的な温暖化対策にどのような影響を与えるか
　 ──エネルギー利用者の視点から」       国際地域学部教授　荒巻　俊也（都市環境管理）
　「福島原発の機能不全が今後にもたらす影響は何か」

　経済学部教授　清田　佳美（原子力化学工学）
　「新エネルギーはエネルギーの主役となりえるか──地球温暖化問題の行方と方向は」

　国際地域学部教授　久留島　守広（地球環境工学）
〔質疑応答〕　コーディネーター　経済学部長　小川　芳樹（環境経済学）

東洋大学  3夜連続緊急シンポジウム

「東日本大震災にみる
諸問題を考える」

第1夜  4月26日（火）

「今後のエネルギー・電力供給とその対策をどうみるか」

　3月11日に起きた東日本大震災以降、漠然とした不安に包まれている人々も多いのでは
ないだろうか。
　いつ起こるかもしれない大地震の再来に加え、ことに震災後に大きくクローズアップされ
た諸問題が存在する。その中には、数ある報道と情報の氾濫のうちに、本質が分かりにく
くなっているものや、説明に専門用語が多用されていて難解なもの、また、基礎的な知識を
改めて学び直したいと感じるものもあるだろう。
　東洋大学では、こうした事柄に対して正しい認知と理解のための一助になることを願い、
4月26日（火）・27日（水）・28日（木）の19時～21時、白山キャンパス井上円了ホールにて3
夜連続の緊急シンポジウム「東日本大震災にみる諸問題を考える」を開催した。　
　本シンポジウムでは震災後、特に多くの方々にとって高い関心があると考えられた「電
力」「防災」「放射線」という3つのテーマについて、その分野を専門とする本学教員が問題
提起し、参加者とともにディスカッションを行うという流れで進行。急な告知と連夜におよ
ぶ催しでありながら、毎夜、近隣・遠方を問わず一般の方々や学生など400～500名が集
い、3日間あわせて約1,450名にもおよぶ参加をいただいた。会場からは多岐にわたる質
疑があがり、活発な議論が行われたのも、強い関心の表れであるだろう。
　この特集では３夜のエッセンスを簡単に紹介したい。

　今回の震災では、被災地である福島
の原子力発電所が、地震と津波の影響
で完全に機能を喪失し、平常時の電力
需給に致命的な影響を及ぼしたことが大
きな特徴としてあげられる。
　第1夜はこの問題に対して、今後1年
間の電力における短期的な対応と中長
期的な対応を分け、東日本大震災が引き
起こした電力需給を中心とする問題にど
のように対処したらよいかを議論した。

各プレゼンテーターは、電力不足の全体像の解説
とともに、これまで推進されてきた「原子力」の役割
や課題を整理。この震災を機に、「原子力」という
エネルギーのあり方が再考を迫られる中、低炭素
社会においては、資源供給と地球温暖化問題と
の両制約を受けることや、新エネルギーの現状と
期待、節電を促すための工夫やインセンティブ付
与の必要性など、さまざまな側面からみた課題が
提示された。
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　開式の挨拶に立った竹村牧男学長は、被災で亡くなら
れた方々への追悼の意を述べるとともに、「総合大学の知
の結集を持って、息の長い復興支援にあたりたい」との決
意を語った。また、すでに学内でも個 に々多くの支援活動
が行われているが、現在、教職員30名のコアメンバーを中
心とする復興支援チームを結成し、5月から学生とともに
具体的な支援活動をスタートすることを報告。
　最終日には「復興支援のひとつのかたちとして、今後も
多くの方 と々ともに震災後の諸問題を考える機会を設け、
大学での教育研究と社会貢献を繋げていきたい」との思
いを述べた。

資源供給制約と、地球温暖化問題の解決策として、「原子力発電」が推進されて
きた昨今。脱原子力で火力発電に頼れば、低炭素社会とは逆行することに。同じ
対策でも、今回の電力不足対策と、地球温暖化対策は似て非なる部分がある。（久
留島プレゼンより）

Q.「エネルギーのベストミックス」とは？
A.�温暖化対策としても、また安定供給・経済性の観点からも原子力の導
入が推進されてきましたが、見直しは不可避。火力・バイオマス・太陽
光など再生可能エネルギーを含めて多様なエネルギーを模索し「ネクス
トミックス」に向かうことが必要ではないでしょうか（久留島）。

Q.「計画停電」をどう評価するでしょうか？
A.�告知が後手になったり、不公平感が漂うなど、批判も多く聞かれました
が、やむを得ない緊急措置としてこうした手段があることを知らしめ、そ
れぞれが緊張感を持って取り組めたことに大きな効果があったのでは
ないでしょうか。その後の自主的な節電も、これが契機になっているよ
うに思うので、一定の評価をしたいと思います（小川）。
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復興への祈りを込めて、連日、
会場全員が起立して黙祷を捧げた。

フロアでは学生有志による
義援金活動も。

Presentation

会場との Q&Aより──
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会場との Q&Aより──

「福島原発による放射線問題──放射線に関する基礎知識と健康問題を考える」「人智を超える天災を見据えて──確かな防災と安全対策を考える」
　震災後、さまざまな問題を深刻化させ
ている大きな要因には、やはり原発事故
が引き起こされたことにある。原子炉その
ものの損傷に加え、大気・土壌・地下水・
海洋等の汚染が大きな社会問題となり、
ことに「放射線」に関して、私たちは不安
を募らせ、ときには「風評被害」までも引き
起こしているのが実態だ。
　最終日のシンポジウムでは、本学理工
学部・生命科学部の科学者が「放射線と
健康」に関する知識を分かりやすく解説
した。

　第2夜のシンポジウムでは、自然の脅威
とそれが生む災害に対してどう向き合えば
よいのかについて、社会学の見地から問
題提起。各プレゼンテーターは、震災をめ
ぐるリアルな報道現場や、実際に被災地
の調査に入るなど、すでにそれぞれの研究
フィールドにおいて実地での体験を持つ。
　被災地の写真、独自の調査で得たデー
タやエピソードを交えて、地震・津波の規模
と被害、その際の住民の避難状況、企業
の行動、メディアの対応等について振り
返り、それぞれに見る課題を解説した。

混同されがちな「放射能」と「放射線」、「ベクレル」「シーベルト」などの単位
や、放射線の理解に必要な事項を確認後、東京における放射線量の推移
や被ばく量の実態をグラフで説明。放射線問題であわせて危惧される「発
がん」の心配について、がんを生じさせるメカニズムを学んだ後、放射線によ
る遺伝子損傷だけでは、容易に発癌するわけではないことが説明され、飲酒
や喫煙、肥満というような日常生活への配慮がはるかに重要であることや、
発がん因子を抑制する食品由来の機能性素材などが紹介された。それぞ
れのプレゼンテーションから、放射線被ばくが生体に与える影響を改めて理
解する場となった。

今回の震災はしばしば「想定外」との表現がされる。
しかし、この「想定外」とは発生確率の重視や、過去の
経験が逆機能に働いた結果であることも否めない。
確率論ではなく、最大規模のものに対応する重要性、
ソフト面での対策の重要性について提起がされた。ま
た、大学・企業の社会的責任や、災害版MBAともいえ
る人材育成の必要性、災害時におけるメディアそして
政府の対応にみる課題とともに“被災地をもとにもど
す復興ではなく、国中を挙げて社会を大きく転換させる
復興”の重要性が語られた。

東京における
放射線量の推移

日常生活に
おける
放射線被爆量

産業界の初動対応

3/21の降雨により、都内の放射線が急激に増加。しかし、単位を揃えてスケールを変えて
示すと…。地震前とはあまり変わらない平坦なグラフとなり、一方、最高数値よりも、歯
科医療におけるX線撮影の被ばく線量（緑の棒グラフ）の方が圧倒的に高いことなどが示
された。（山崎プレゼンより）

※�図の作成に使用したデー
タは「放射線・原子力教
育関係有志による全国環
境放射線モニタリング」
ホームページより引用

産業界（企業）の初動対応とのちの変化を紹介。企業の対応から
みるに、初期は災害規模を過小評価し、パフォーマンス（チャ
リティ）的なものが多かった。その後、その深刻さにあわせて
変化していることが分かる。この震災を機に企業にとっての
「CSR」が変容するであろうことを示唆した。（関谷プレゼン
より）

ある商社の実例
・3月14日	 	4億円の義捐金
・4月12日	 「東日本大震災復興支援基金（100億円）」
	 　①	義捐金等の寄附（25億円）会社としての義捐金

や人道支援（災害遺児支援・高齢者支援等）等
	 　②	緊急支援奨学金（25億円）今回の震災で就学

が困難となった学部及び修士課程の学生対象
（年間500名×4年）

	 　③	被災者向け社宅・寮等の提供（10億円）独身寮
や研修施設、及び外部施設を借り上げて提供

	 　④	その他各種支援（40億円）支援物資の寄贈、重
機提供等のサービス提供、被災地における各種
復興支援

	 ・大規模の支援、就学困難者への長期的支援

Q.「�被ばく量」について知りたいのですが。
　放射線は一生で浴びた量が問題なのですか？
A.�東京でも、放射線量は地震前と比べると少し高い値を示していま
す。しかし、実はレントゲンやCTなどに比べると非常に低い値です。
中立的な立場から発信された情報を上手に利用して、今後の変化
に対応する必要があります。被ばくの影響は、一生涯のトータルと
いうものではなく、一度に浴びた量が問題となります（山崎）。

Q.「放射線を浴びた物・人からの影響」は？
A.�避難した子どもたちが「放射能がうつる」と言われるなど、心ない
出来事もありましたが、かりに放射線を浴びた人と接しても、そこ
から影響を受けることはまったくありません（加藤）。

Q. �今回の災害を踏まえて、東京の自治体の災害広報の　　　　　
あり方をどう思われますか？

A. �自治体の支援の動きが遅く、対応が取れていない、情報が住民に十分行き届かなか
ったという声も聞かれます。しかし、自治体ごとにさまざまな支援活動などの試みもあり
ました。もっとも大きな問題は、そういった自治体の活動を市民に知らせる「広報」と、
住民の声を吸い上げる「広聴」が形骸化し、自治体と市民・区民等を結ぶツールが希
薄であるということです。平時からコミュニケーションツールを確立しておくことが重要
であり、これを再検討していく必要があります（関谷）。

Q. �今回、注目された新しい「ソーシャルメディア」への評価は？
A. �今回、twitterやFacebookなど、新しいツールが注目されました。新聞・テレビでは十
分に扱えない被災者の身の回り情報のやりとりが多数を占め、携帯電話よりは繋がり
やすいツールであり、情報過疎を埋める手段として有効であったと評価できるでしょう。
既存メディアとは敵対するものでなく、相互補完の関係となることが理想です（中村）。

　「放射線とは何か──放射線とその測定原理」
　　理工学部准教授　本橋　健次（原子・分子物理学）

　「日常生活と放射線──被爆線量の考え方」
　　理工学部准教授　山崎　享子（健康科学）

　「放射線と健康被害──発がんリスクと放射線」
　　理工学部教授　加藤　和則（腫瘍生物・免疫学）

　「発がん予防と治療──食品による機能性素材を用いて」
　　生命科学部教授　矢野　友啓（腫瘍病態制御学）

〔質疑応答〕　
コーディネーター　生命科学部長　大熊　廣一（生命科学）

HEALTHRESPON
SIBILITY RADIATION

Sekiya Naoya Yakushiji Katsuyuki Motohashi Kenji Yamazaki Kyoko Kato Kazunori Yano Tomohiro Okuma Hirokazu

Presentation Presentation

第3夜  4月28日（木）第2夜  4月27日（水）

　「変動地形学見地から見た東日本大震災の現状と特質──今後の防災対策に向けて」	
社会学部教授　渡辺　満久（活断層研究）

　「津波──ソフト対策の重要性と課題」　　　　社会学部教授　中村　功（災害情報論）

　「東日本大震災における企業・大学の社会的責任」
社会学部准教授　関谷　直也（広報論）

　「危機管理におけるメディアと政府の役割──国は今何を、そして今後何をなすべきか？」　　
社会学部教授　薬師寺　克行（マスメディア論）

〔質疑応答〕　コーディネーター　社会学部長　青木　辰司（環境社会学）
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