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阿部定好氏は，1973（昭和 48）年，動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究開発機構）に入社
し，高速実験炉，燃料製造，再処理の研究開発に従事し，核燃料サイクル研究開発の専門家として活躍され
ています。原子力・放射線部会で最も熱い人のひとりで，東日本大震災では福島復興支援にいち早く取り組
み，原子力・放射線部会幹事及び防災支援委員会委員として東日本大震災の復興支援に尽力されています。
Mr. Abe has been engaged in research and development of reactor, reprocessing and fuel
processing in the Japan Atomic Energy Agency（formerly the Power Reactor and Nuclear Fuel
Development Corp.）since 1973, and still active as an expert in nuclear fuel cycle. He is also a
dedicated person in the Institution of Professional Engineers, Japan, and has devoted himself to
support activities for reconstruction from the Great East Japan Earthquake, as an executive member
of the nuclear & radiation division and a disaster prevention supporting committee member.
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はじめに

1.1

原子力分野を選んだ理由と印象に残る仕事
は？

下部プレナムに無数のピンを溶接し，そのタフト
（数センチの鮮やかな色の毛糸状のもの）を括り
付けました。
このタフト取付は狭い空間で身体を屈めて行う

「原子力分野を選んだ動機は，オイルショック

キツイ作業でしたが，入口ノズルのひねり角度の

時期に偶然手にした就職情報誌で（独）動力炉・

試行から，タフトの流向が魚群のような一塊の旋

核燃料開発事業団の夢の高速増殖炉「もんじゅ」

回流を示した時は，地元の業者の皆さんとともに

と出会ったことです。原子力という新しいエネル

試験装置の完成を肩を抱き合って喜び合いました。

ギーへの単純な憧れでした。以来 45 年間，振り

この試験結果は，
「もんじゅ」設計に反映され，

返ると原子力の要である核燃料サイクル開発の廃

社内表彰の理事長奨励賞をいただき，嬉しく思い

棄事業を除く原子炉，燃料加工及び再処理事業の

ました」

研究開発の業務に従事する機会に恵まれました。
印象に残る仕事は，
「もんじゅ」の 1/2 縮尺模
型を用いた水流動試験です。下部プレナム（冷却
材で満されている原子炉の下部の空間）の 3 方
向の入口ノズルから流入した冷却材は，回転流と
上昇流の組み合わさった旋回流となって炉心
（370 体の燃料集合体，19 体の制御棒集合体等
の流動模擬体）を経て出口ノズルに向かいます。
この旋回流を起こすことが原子炉冷却にとって非
常に重要です。研究開発は流入ノズルが破断した
場合に，残りの流入ノズルで発生させた旋回流で
破断ノズルから冷却材が原子炉から炉外への逆流
流出を如何に制御するかの入口配管瞬時破断想定
時の事故対策でした。
この旋回流を確認するために 1/2 縮尺模型の
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1)
図 1 「もんじゅ」の原子炉本体構造

（タフト取付）及び
下部プレナム魚群回遊のイメージ

1.2

もんじゅ廃炉の決定はどう感じましたか？

「高速増殖炉は，化石エネルギーによる地球温
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暖化の課題を乗り越え，アジア・世界の次代の持
続可能なエネルギー政策推進のため，不可欠のも
のと思っています。安全衛生管理の問題とエネル
ギー政策のすり替えは，政策決定手続きとして禍
根を残すものと思います。一方，お金と時間を掛
け過ぎた国策への甘えに関しては，当事者意識の
低さを，係わった一人として猛省しています」
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写真 2

被災農地でのひまわり植栽ボランティア

震災復興ビジョン策定委員会の支援

2.1 復興ビジョン策定支援はどんな活動ですか？
「警戒区域の富岡町復興ビジョン策定委員会は，
各分野の地域住民委員で構成されました。この委
員会立上げ時に，日本技術士会・防災支援委員長
から原子力・放射線部会に相談があり，部会メン
バー 6 名がオブザーバーとして策定委員会の作

写真 3

開花したひまわり畑と線量計測準備

業部会に参加し，放射線や除染の疑問に応え，放
射性物質が空気中や水に溶けて浮遊していること

2.2

住民委員の感情や行動の変化は？

はない等のことを，実測結果を交えながら丁寧に

「当初の説明会や放射線の講演では相容れない

説明しました。住民委員が，放射線や健康被害と

者への厳しい発言がありました。原子炉が安全だ

の関係等を正しく理解したことでブレのない議論

と思うなら家族と共に移住できるのか？ 事故前

が展開されました。

の線量に戻せるのか？ 等の発言です。作業部会
で放射線に関する事実を丁寧に説明していく中
で，住民委員の方々が当初抱いていた原子力・放
射線分野の専門家への不信感は徐々に薄れたよう
に思われ，委員会の終わり頃は，自宅の除染方法
や線量測定，漁場海域の線量測定のアドバイス依
頼を受けるようになりました。
2012（平成 24）年 1 月の「富岡町災害復

写真 1

復興ビジョン策定委員会の作業部会

興ビジョン」2）報告書提出後には，住民委員，町

また野外支援活動として，住民委員やボラン

職員，アドバイザー等のビジョン策定委員会関係

ティアと一緒に被災農地にひまわりを植え，開花

者の慰労会が催され，その後も当時の委員の中に

したひまわりの根や茎の線量計測をするなど農地

は，年に数度，行き来して親交を深めさせていた

復旧に向けた協働作業を行いました」

だいている方もいます」
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3

福島県外避難者の相談会・交流会の支援

3.1 福
 島県外避難者相談会支援で大切に思うこと

いく様子が感じられ，原子力・放射線部門の一技
術士として何とかできないものかとのジレンマが
募りました。

「支援活動は，東京都と災害支援協定を結ぶ士

これからの支援活動の取り組みは，長期避難生

業団体等による福島県外避難者の相談会・交流会

活が続く避難者や新たに県外に生活の場を決定し

の開催支援です。放射線関係の相談では健康影響

た人達に対して，可能な限り地域の復興状況や農

への助言，除染効果や放射線関係の実態等への質

業・水産業等の復旧に係る情報を収集・提供し，

問がありました。月 1 回の相談会・交流会では，

地域の人達が“ふるさとへの思い”を切らすこと

まず，全参加者への地域情報等の提供があり，次

なく，福島復興が一歩ずつ進むように，地域の人

に弁護士会による賠償請求，日本技術士会による

達の悩みを聞いて寄添う活動を継続することと

除染や放射線の健康被害等の説明を行いました。

思っています」

その後，地区ごとの避難者が情報交換する交流会
が開催され，その中で，出産に対する不安など個々

4

の相談に応じました。

アドバイザー活動での地域住民の理解度は？

避難者の中には，原発への怒り・不信・諦めと

除染情報プラザのアドバイザー活動

「放射線や除染に係る専門家派遣要請のため，

いった感情をぶつける人もいましたが，まず話を

環境省の除染情報プラザ（現環境再生プラザ）が

ジックリ聞くことから始め，悩みを聞いて寄り添

福島市に設置され，2012（平成 24）年 1 月

うことへの重要性を実感しました。

から原子力・放射線部会員 20 名が当プラザの登

また，放射線等への間違った理解の人達に対し

録専門家となりました。専門家派遣支援では，一

ては，丁寧で粘り強い説明を行っていくことで誤

般市民，自治会役員，除染従事者を対象とした放

解を解き，避難者との信頼関係を築き，相談会で

射線や除染の基礎の講演が主で，年間受講者数は

の再会を楽しみにされる方々も徐々に出てきまし

2 300 名にもなり，放射線や除染の理解浸透の

た」

一助になりました。
私が活動した地域は，二本松市，南相馬市，西
郷村，郡山市等で，受講者は概ね各箇所数十名で，
車座で同じ目線で放射線及び除染の基礎，除染の
効果，廃棄物の保管方法について講演しました。
まず，持参した霧箱で放射線の飛程を観察し，
自然界の放射線の存在を実感してもらいました。
一時仮置場を決定する地区では，町内会の人た
写真 4

福島県外避難者の全体相談会

ちが自ら実測し，保管方法による遮蔽を体感して
もらうことで，より納得感が得られました。講演

3.2

帰還が進まない福島復興の今後の取り組み

で訪れた町内会では，一時仮置場の場所選定がま

は？

とまらなかったのが，講演後は一時仮置場の選定

「福島県外避難者は，家族や町内会等のコミュ

で地域住民の納得が得られたと，町役場の担当者

ニティが分断され復興が長期化する中，相談会で

から連絡をいただき，一技術士として社会貢献の

コミュニティ回復の方向性が見える訳でもなく，

意義を実感しました」

相談会参加者は減少傾向でした。また，避難者の

5

中には，避難先での親族等への気兼ねや一時帰宅

東日本大震災の復興支援を踏まえて

した際の自宅の荒廃ぶり，都会の隣近所とのコ

「東日本大震災の復興支援の一環で，これまで

ミュニティ不足（井戸端会話）等，不安が募って

の復興に尽力した技術士，弁護士等の活動や災害
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までに CO2 を 80 ％削減するには，原子力発電
の役割をどのように考えるべきか岐路に来ていま
す。
中国やロシアなどでは，原子力発電所の新増設
が積極的に進められており，世界の原子力発電所
の設備容量は合計で 4 億 900 万 kW と，3 年
連続で過去最高を更新しました。このような世界
写真 5

情勢を踏まえ，原子力発電の方向性や CO2 削減

除染情報プラザによる出前講座

法令専門家による法律基礎知識習得シリーズや防

という地球規模の環境問題に対して，どのように

災専門家による講演を企画しました。講演では，

日本は取り組むべきか，慎重に検討すべき時期に

東日本大震災からの教訓を踏まえ，防災から縮災

来ています。原子力はやっと 1 世紀の経験であ

（減災）への考え方，災害法の基本的理解，平常

り，これから千年のエネルギー政策を考えると資

時からの地域防災力向上への取り組み，被災地支

源小国の日本が自ら原子力を放棄するかのような

援での事前の備えの重要性等を学びました。この

判断は非常にもどかしく，今世紀の甘い判断が，

講演会は Web で地域本部とも繋ぎ，延べ 700

次世代にどのような負担をかけてしまうのか，悔

名の参加で，講演時間は 18 時間に及びました。

しさと不安で一杯です」

講演情報は，日本技術士会・防災支援委員会 HP
■インタビューを終えて

で公開していますので参照下さい。
とし

阿部さんは，北海道出身のおおらかで細かいこ

て，①除染基準のあり方，②賠償形態や賠償交渉

とは気にしない性格から，日本技術士会勉強会の

のあり方，③避難指示区域ごとのインフラ再興計

講演依頼等でも，防災分野の高名な先生に面識が

画，④雇用機会の創出方策，⑤復興組織のあり方

なくても直接メールで講演を依頼し，周囲がハラ

などが挙げられていますが，原子力産業界に身を

ハラすることもありましたが，純粋で真っ直ぐな

置く者として，これまでの支援活動で構築してき

気持ちで取り組むので，講師の先生も講演を快諾

た地域住民との信頼関係を大切にし，福島復興再

され，皆でホッと胸を撫で下ろす場面もありまし

生に向けて，信頼に足る隣人として，支援活動を

た。

東日本大震災の原発事故関連の諸課題

3）

継続していきたいと思っています。
また，高すぎる除染目標が地元住民の心理的バ

怪しげな髭を生やしながら，何事にも熱い気持
ちで勇往邁進する阿部さんです。

リアともなっており，原子力・放射線部門の専門
家として，子供たちへ正確な放射線情報を伝える
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