
0 8 2

 1. はじめに

2011年に起きた福島での原発事故（以下、「福島原発事故」もしくは簡単に、
「福島」とする）は、現代の原子力エネルギーのシステムのリスクと脆弱性を露
呈させるものだった。特に、こうした甚大かつ悲劇的な原発災害が、先進的な
原子力技術によるリスク管理に関して高い評価を得てきた日本で生じたとい
う事実は衝撃的だった。
韓国は原子力による発電能力の拡張に世界で最も積極的な国の一つであ

る。2011年には原子力によるエネルギーは韓国の一次エネルギー供給全体の
11.7%を占め、また、生産される電力の31.3%を占めた。現在、稼働中の原
子炉は24基で、試運転されているものが1基、3基の原子炉が建設中、そして
6基の原子炉が建設に向けた準備段階にある。設置された容量と原子炉の数
から言えば、韓国は世界で第6位となる。加えて、原子力の過密度では韓国は
第一に位置づけられる。というのも、韓国では狭い国土の中に大規模な容量
の原子炉が存在するからである。福島での原発事故にもかかわらず、韓国政
府は2035年までに全体で7ギガワットの容量の原子炉を5基から7基、建設す
る計画を立てている。
福島の原発事故は韓国の市民社会にどのようなインパクトをもたらしたの

だろうか。実際のところ、国民の大部分が原発の安全性に不安を持ちつつも、
依然としてその必要性を信じている。福島の後であっても、韓国では原発に
対する公的な補助は比較的高い水準を保ち続けている。一般的に、原子炉に
よって生み出される電力は、富と便宜性の源と見なされると同時に、継続的な
工業化にとって必要不可欠なものであると考えられている。しかし、韓国原
子力文化財団（KNEA）の世論調査によると、原発に対する公的な補助は縮小
している。そのデータは福島以前と以後の韓国における原発への公的なサ
ポートの違いを示している。事故前の最後の調査となった2010年11月の世論
調査では、回答者の 89.4%が原発の必要性に賛同している。同調査では、
45.9%が原子力発電所の数の増加を支持し、43.0%が現時点の数を維持する
ことに賛同し、わずか 9.3%が発電所の数を減少させることを支持している。
原発の安全性に関わる質問には、41.1%が原発を危険であると考える一方で、
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53.3%は安全と見なしていた。しかし、2011年10月に行われた福島後の最
初の調査は異なる結果を見せた。回答者の78.3%が原発の必要性に賛同し
た。37.4%が発電所の数の増加を支持し、38.4%が現時点の数を維持するこ
とに賛同し、15.7%が減少を支持した。さらに言えば、回答者のうちの0.4%
はすべての原子力発電所を閉鎖することの方を支持した。39.5%が原発を安
全と考える一方で、57.9%が危険だと考えた。
福島後に起きた多くの出来事によって、原発に関わるリスクに対する韓国
国民の意識は向上することになった。2011年12月には原子炉の部品の配備
に関する買収と贈賄が明らかになった。使用済みの中古の部品を新しい製品
と偽っていたのである。韓国水力原子力株式会社の高官の重役から地位の低
い労働者までが、贈賄の罪に問われ、逮捕された。2012年11月には買収と贈
賄が絡む別のスキャンダルが露呈した。いくつかの原子炉に、偽造された品質
証明に基づいた、規定基準以下の部品が使用されていることが明らかになっ
たのだ。さらに衝撃的なことには、2013年5月、複数の原子炉で使用されて
いた事故防止のための部品の証明書も偽造であることが韓国原子力安全委員
会の調査官により発覚した。こうしたスキャンダルの結果、3つの原子炉を一
時停止する措置が取られ、電力の供給停止のリスクが増大した。結果として
多くの韓国国民が原発の安全性について大きな疑問を抱くようになった。
こうしたスキャンダルは、2014年に行われた世論調査に影響を与え、それ
により原発を許容する世論の減少と原発の安全性に関わる懸念が一層進行し
た。こうした傾向は、2014年4月に大型旅客船・セウォル号が沈没したときに
露呈した、政府のずさんなリスク管理技術に対する不信感の増大と重大なつ
ながりを持つものであった。その事故は結果として250名の高校生を含む
304名の死者を出した。多くの人々が、政府にはリスクに対処する能力が欠如
していると考えるようになった。しかし、セウォル号事件は悲劇的だとはい
え、旅客船の沈没に関するリスクは原発に関わるリスクとは比べものにならな
い。多くの人々が、老朽化した国の原子炉に目を向け、潜在的な事故の可能性
の高さを懸念した。2014年5月の調査では、国民のわずか29.8%が、原子炉
がある程度安全であると回答したが、これは1995年に記録が始まって以来、
最も低い数字となった。それにもかかわらず、75.3%の回答者は依然として
原発の必要性に賛同の意を示していた。この割合は他国と比べ高いものであ
るが、これは原発の安全性をめぐる韓国世論の衰退の延長線上にあるもので
あった。この数字は2010年の89.4%から、2011年の78.3%へと減少した。さ
らに高まる人々の非難を反映して、27.3%の回答者が原子力発電所の数を減
らすことに賛同し、37.3%が増設を支持し、そして、31.4%が現状の数を維
持するという選択肢を選んだ。
しかし、2015年12月に行われた最新の世論調査はわずかながら、原発への
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支持が回復していることを示している。原発を安全と考える回答者は41.0%
にとどまっているにもかかわらず、85.1%の回答者が韓国での原発の必要性
に賛同した。このデータから、韓国人が原発を必要悪と見なしていることがう
かがわれる。それにもかかわらず、原子力による発電能力を拡張させるより
も、現状を維持することを支持する人の数が増えている。原子力による発電
能力を最小限にとどめることが好ましいとする回答者のパーセンテージは
21.1%であるが、これは、福島の原発事故前の2010年の調査での、9.3%と
いう数字よりも随分と高いものになっている。
一般の人々の大半が原発を支持する姿勢を変えてはいないものの、ここに

は明らかな一つの傾向がある。福島の原発事故とそれに伴う一連のスキャン
ダルによって韓国国民の中に、原発に関わるリスクを自覚し、安全かつ倫理
的であり信頼できるエネルギーの使用を追求するというエネルギー・シティズ
ンシップの概念を支持する人たちも現れるようになった。すなわち、本稿は
以下のような問いを挙げ、それに答える試みを行う。福島の原発事故以降、
脱原発運動の領域でどのような変化が起きたのだろうか。韓国社会は、福島
の原発事故後、ウルリッヒ・ベック（Beck 2015）が提唱した解放的な破局

（emancipatory catastrophism）と変容（metamorphosis）を経験したのだろう
か。なぜ、そうした変容を経験してきた人たちがいる一方で、それを経験して
いない人たちがいるのだろうか。そして、この経験は韓国社会にどのような
影響を与えたのだろうか。

 2. 理論的背景

 1）解放的な破局と変容

ウルリッヒ・ベック（Beck 1992／ベック1998）は現代社会をリスク社会と定
義づけた。近代化によって人間は天然資源の管理と操作を通じて物質的な発
展を増大させてきたのだが、その同じ近代化における科学技術の進展によっ
て人間は、直面するリスクの規模を縮小させることができると期待された。
しかしながら、物質的な豊かさとともにリスクが増大し、そのリスクは今や近
代化に埋め込まれている。現代社会ではアクシデントが当たり前のものと
なったが、それは現代社会の本質をなす様々な過程でアクシデントが必然的だ
からである。
それにもかかわらず、ベックは現代社会を変革する必要はないと説く。
ベックによれば、我々の直面するリスクはむしろ、再帰性を高めるものであ
り、我々はそれによって再帰的近代を追求することができるのである。富と
財を増大させることに完全に没頭するのは、単純な近代化の初期段階である。
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今や、近代化に分かち難く結びつくリスクが第二の近代をもたらそうとして
いるが、それがいわゆる再帰的近代なのである。
こうした考えを拡張させ、ベック（Beck 2015）は解放的な破局と変容と呼
ぶ新しい概念を提唱した。ベックによれば、近代化の過程で生じたリスクに
よってもたらされた大災害を目撃し経験した市民は覚醒し、そしてある意味
で異なった身体へと生まれ変わるという。すなわち大災害をもたらした社会
的条件から逃れようとすることで市民は変容を追求するのである。このプロ
セスを通じて個人は、それぞれの考え方を根本的に変化させていく。
特に、もし、そうした惨事は「無責任の組織化」（Beck 2015）——すなわち、
意思決定者は当事者に対していかなる責任も引き受けず、当事者には意思決
定の過程に関わる特定の方法がないという状況——によって生じるものだと
いう自己認識や反省があれば、市民は自身の家族や自分自身の安全と幸福の
ために、社会変革を追求するようになる。そこには現代のリスクに関わる責
任の危機がある。というのもリスクは人間によって生み出され、作られてきた
からである。無責任の組織化が責任の危機につながっているというのは、そ
うしたリスクの原因に直接的に関わらない人々がその責任を取らなければな
らないからである。不確実性が増大し因果関係が複雑化しているために、責
任を帰着させるべき対象を見つけることは非常に困難である。こうした状況
が無責任の組織化として考えられるのだ。
しかしベックは、こうした意図せずして生じた悪い結果に伴う、よい結果に
ついても論じている。災害を経験することによって、市民は問題を認識し、自
省しながらそれらの問題を解決しようと試みるというのだ。これが解放的な
破局である。解放的な破局の過程と社会の変化を集団として体験する人々は
社会的カタルシスを経験する。社会的カタルシスは災害に伴って自動的に生
じるものではない。それは、人々が災害の結果としてもたらされる他者の痛
みに共感し、その傷を癒し、そして無責任の組織化を克服して社会的な変革
を追求するときに獲得されるのである。解放的な破局と社会的カタルシスを
経験する個人はそれぞれ異なった考え方をし、異なった行動を取る。ベックは
こうした変化を、変容と名づけた。
解放的な破局と変容の概念は、福島の原発事故後に韓国で脱原発運動が拡
大した理由を説明するのに有効である。多くの人々が原発に関わるリスクに
自覚的になり始め、また、自分自身が消費しているエネルギーの供給源につい
て関心を持つようになった。自らの消費するエネルギーに伴う問題に対して
無関心さがなくなった。福島によって引き起こされた苦しみを目撃しながら、
韓国の人々は原発のリスクを自らの問題として認識した。自分たちの家族も
そうしたリスクに影響されかねないからである。人々は変化の必要性に気づ
き、変化のプロセスに関わり始めたのである。
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 2）エネルギー・シティズンシップ

福島の原発事故によって、人々は原発の安全性に関わる深刻なリスクに気
づき、エネルギーの使用に変化をもたらそうとし始めている。1986年のチェ
ルノブイリ原発事故は、韓国では報道と市民社会の力が遅れていたためにあ
まり知られていなかった。たとえそのことを知る者がいたとしても、原発に
関わるリスクについて十分に認識していたわけではなかった。福島の原発事
故はしかし、目と鼻の先で生じた。日本は原子力技術とリスク管理の技術に
かけては世界でも有数の先進国と見なされている。韓国ではその事故によっ
て原発の安全性についての懸念がより一層広がることになった。人々は原発
のリスクが、自分自身の日常生活に密接に結びつきうるものであるというこ
とを認識し始めたのである。
このことに照らして、エネルギー・シティズンシップという概念を理解する
ことが重要である。エネルギー・シティズンシップはエネルギー使用に関する
市民の権利と責任として定義されている（Devine-Wright 2007）。別言すれ
ば、それは、市民にはクオリティ・オブ・ライフのために必要不可欠なエネル
ギー・サービスを享受する権利があることを認めるものである。しかしまた、
それはエネルギーの生産、供給、消費によって生み出される社会的・環境的な
結果に対する責任を負うということでもある。市民はエネルギー・サービスを
享受する権利を得る代わりに、エネルギーの生産と消費が社会と自然に対し
てもたらす負の影響について認識しなければならず、また、そうした負の影
響を減少させる責任を果たさなければならないのだ。
市民は、省エネ、エネルギー効率、再生可能エネルギーの使用を追求する

試みを実践することによって、自身を生産者へと切り替えることができる。
市民たちは、「節約することは生産することである」というキャッチフレーズの
もと、ネガワット運動とも呼ばれる省エネ運動に従事している。彼らは自宅の
屋根や窓に太陽光発電のパネルを設置したり、市民のエネルギー生活協同組
合を作るために資金を投資したりしている。彼らはエネルギーの消費者であ
り、かつ生産者となっている。これは、ベックが概念化した、一種の変容であ
る。韓国では、福島での原発事故後、エネルギー市

シティズン

民の数が増えている。福島
の事故は、解放的な破局の出来事として機能し、市民に変容を経験する契機
をもたらしたのである。こうして原子力技術のリスクを認識し、エネルギー
変革の運動に関わる市民の数が増えた。では、韓国社会でのどのような変化
がこうしたことを引き起こし、どのような変化が結果として生じたのであろ
うか。以下ではこうした問いを検討したい。
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 1）解放的な破局と変容
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 3. 「脱原発」運動の到来と拡大

福島原発事故後、韓国で新しい反原発運動の動きが現れた。なによりもま
ず、用語が変化した。福島の事故後、韓国では「反原発運動」という呼称は「脱
原発運動」という呼称に取って代わられたのだ。「反原発運動」には、建設的な
代替案を提案せずに、原発設備に対して全面的な異議を申し立てることを含
意している点で、わずかに否定的なコノテーションがある。一方で、脱原発運
動は現在の原子力エネルギーの使用は認めても、それを超えていくように
人々を説得することを目的としている。 その運動は、代替案を提案する変化
と移行を抱え込んでいる。そしてそれは、抗議と抵抗という断続的かつ急激
な形態を取る運動から、日常生活の中でより緩やかに継続的に変化を求めて
いく運動へと発展してきた（Yun 2015）。さらには、それは政府の提示する電
力の需要と供給のシナリオを単に批判する以上のものとなっている。すなわ
ち、脱原発運動は代替となるエネルギーのシナリオを提示することさえ行って
いるのである。
福島以前には、原子力エネルギーへの抗議のほとんどは、原子力発電所の建
設と核廃棄物処理施設の設置に反対する近隣地元住民や、環境保護問題に関
わるNGOによるものに限られていた。福島の原発事故後すぐに、宗教団体の
リーダーや政党のメンバーや議員、業界の代表者たち、メディア、学術団体、
NGOを含む多数のステークホルダーが、原発に代わる国家のエネルギー計画
の必要性について広くコンセンサスを共有しながら、エネルギー・オルタナ
ティブ・フォーラムを設立した。そして、専門家による数々の組織が現れた。
脱原発社会に向けて組織を作り、集団としての自分たちの意見を表明するた
めに、様々な領域の専門家が集まったのである。専門家による最も注目すべ
きポスト福島の運動には、2011年11月に様々な学術分野の研究者たちによっ
て設立された、「韓国の大学教授による脱核エネルギー社会実現のための組
織」（K-POPONS）がある。2012年1月には医師たちが「No Nuke社会のため
の医師協会」を設立した。この団体は放射性物質が健康に及ぼす影響を公表
している。弁護士たちもまた、2012年2月に脱原発社会に向けた独自の組織
を設立し、それを「ひまわり」と名づけた。このグループは原子力発電所の近
隣に住む被害者の代理人として数々の訴訟を起こしている。全体的に、これ
らの専門家グループは原発のリスクとエネルギー変革の可能性についての意
識を向上させるための専門知識を公に向けて発信している。
さらに、政治のリーダーたちの中には原発に対する見方を変え、地方行政の
レベルでアクションを起こす者も出てきた。福島の原発事故後、不安を持つ
市民たちは、放射能汚染への懸念のために放射能測定器を購入し始めた。
2011年11月、携帯用放射能測定器を用いていた一人の市民が偶然、ソウルの
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蘆原区にある道路のアスファルトの一部が放射性物質によって汚染されてい
ることを発見した。これをきっかけにして、2012年2月に蘆原区の行政長官
が45の他の行政長官とともに「脱原発都市のための地方自治体のアナウンス」
を開始した。この新しい提案の一環として参加した地方自治体は、原発の割
合を減少させ最終的にはそれを段階的に廃止することを目指して、エネル
ギーの節約に努め、再生可能エネルギーの生産を推奨する取り組みを推進し
ている。
特にソウル市役所は「原発漸次削減計画（OLNPP）」イニシアティヴといっ

た新しい提案をはじめとして印象的な活動を行っている点で注目に値する。
もともとOLNPPは2012年4月から2014年12月の期間にわたって、エネル
ギーを節約し、新しい再生可能エネルギーを使用することによって、おおよそ
一つの原子炉から生産されるエネルギーに相当する200万トンの石油エネル
ギー（million tons of oil equivalents （MTOE））を代替することを目的として
いた。このイニシアティヴの名前自体が大胆である。というのもそれは中央政
府の原発拡張の方針と真正面から衝突するものだからである。しかし、中央
政府の継続的な介入と劣悪なメディア環境にもかかわらず、ソウル市役所はこ
の問題に関心を持つ専門家の協力と積極的な市民の参加を得ながら、市長の
朴元淳が強力なリーダーシップを発揮して、イニシアティヴを維持した。その
結果、OLNPPは当初の予定より6ヶ月早くその目標を達成した。韓国全土で
は電力や石油、ガスの消費が増大しているのに対し、ソウル市は、そうした
OLNPPの成功を強調するためにソウル市でのそれらの消費が減少したこと
を示した。2014年8月に第二期OLNPPが始動したが、これは2020年までに
それまでのエネルギー使用から全体で4MTOEを削減するとともに、10メガ
トンの二酸化炭素排出量を削減することによって、ソウルで20%のエネルギー
自給を目指すという目標を掲げるものであった。削減目標を掲げたソウル市
役所の決定は、原子力をただ単に石油燃料で代替するのではなく、気候変動
のリスクに働きかけるという実質的な政治的意思を示すものである。
ソウルの成功は素人の市民ボランティア活動を基盤としている。ソウル市役
所の組織的な計画を軽視すべきではないが、草の根的活動もまた、エネルギー
の浪費と気候変動の結果として生じてきたことにますます曝されながら沸き
起こってきたのである。福島の事故後、ソウル市民は2011年9月15日に計画
停電を経験することになったが、これは予想外の気温の上昇に加え、予防整
備点検のために25の発電所が一時的に操業を停止したために、電気の供給量
が減少し、そのことによって電気需要が急激に上昇した結果行われることに
なったものである。市民はまた、気候変動と関係していると考えられている
豪雨による被害と、ソウル都市部の電力需要を賄うことを目的とした高圧送
電線の建設をめぐる社会的な葛藤を目の当たりにした。これらの出来事に
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よって、エネルギー・シティズンシップが高まり、エネルギーの節約とエネル
ギーの生産に対する態度が変化するようになったのである。
韓国の他の地域でも、エネルギーに関する事柄への関心が高まりを見せて

いる。南方の都市、蜜陽では、韓国の南東に位置する新古理3号原子炉から
300キロ離れた首都ソウルへと送電するための765キロボルトの送電線と69
の送電塔を近隣に建設しようという国家プロジェクトに対して住民が激しい
抗議を行った。多くの国民が、そうした問題は硬直的なエネルギー・システム
──すなわち、化石燃料と原子力に重点化した巨大な中央集権的システム──
に関係していると認識するようになった。また、市民の多くが安全で適切な
エネルギー供給を享受する市民の権利を守ることを要求するエネルギー・シ
ティズンシップの重要性を認識し始めた一方、倫理的に責任を持ってエネル
ギーを使用するという市民としての義務を果たしている。こうした問題に関
心を持つ市民たちは現行の硬直化したエネルギー・システムから脱却し、代わ
りにエネルギーを自給自足できる共同体を作り太陽光発電のためのソーラー・
パネルを設置すべく協力しながら積極的な努力を積み重ねてきている。こう
して、市民は受動的なエネルギーの消費者であることをやめ、能動的なエネル
ギー生産者になってきているのである。
ソウル市役所が達成したこの成功は、以前は中央政府が単独で管轄するも
のであると考えられてきたエネルギー政策の領域で、地方政府のなしうる役
割を示すものであった。ソウルの成功に鑑みて、他の地方自治体の長官も地
方エネルギーの政策と計画を打ち出した。ソウルは一つの基準点であり、達成
すべき目標となったのである。例えば、京畿道は、2015年6月にエネルギー・
ビジョン2030と呼ばれるイニシアティヴを発表した。ソウル近郊に位置する
という理由で多数の石炭発電所がある忠清南道もまた、エネルギー政策にそ
れまで以上の注意を向けるようになった。2015年12月、これらの4つの地区
の長官は共同で、「地方エネルギー変革への共同声明」という計画に着手し、道
間での協力を約束した。
市民はいくつかの異なる方法でエネルギー・シティズンシップを行使した。

食品の放射能汚染に関するリスクに関心を持つ人々が増え、生活協同組合に
加わるようになった。子どもたちの健康を懸念する母親たちは「チャイルド・
セイブ」というオンライングループを組織し、放射能に関する重要な情報を共
有した。さらには、チャイルド・セイブを含む9つのNGOが2012年に共同で、
市民が日常生活の中で放射線を測定するための市民放射能モニタリングセン
ター（CRMC）を設立した。CRMCは市民によって立ち上げられた基金で高純
度ゲルマニウムの測定器を購入し、様々な食品の放射能汚染の度合いを測定
した。韓国政府は定期的に食品の放射能汚染について検査を行い、その結果
を公表していたが、CRMCはより厳密にその検査を行った。
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中央政府が新しい原子炉の建設計画を発表した町である三陟の住民たち
は、その町で原子炉を建設することに反対する市長候補を当選させた。韓国
では、公的に反原発の立場を取る市長候補者が当選するのは、これが初めて
のことだった。三陟の新市長は、政府に新しい原子炉の設置の受け入れを問
う住民投票の実行を求めた。しかし、政府は、それが国事であるということを
根拠にその提案を拒否した。それに対して三陟の住民たちは住民投票の委任
委員会を設立することによって自らの力で事を運び、2014年10月9日にその
住民投票を行った。投票資格を持つ者のうち68%が投票に参加し、そのうち
の85%が近隣地区に原子炉を設置することに反対の意を示した。盈德は原子
炉建設のためのもう一つの候補地だった。盈德の住民もまた自発的に住民投
票を行った。ここでは、投票資格を持つ者のうち60.3%が投票し、反対の割合
は91.7%であった。中央政府はこうした住民投票を法的には認めてないにし
ても、それらは明らかにその二つの地域に発電所を建設することへの地域住
民の反対を示しており、原子力による電力生産を容認しなくなってきている
国全体の傾向を反映していた。
老朽化した原子炉の稼働延長も、深刻な問題となった。2007年になされた

最初の古理1号の稼働期間の延長は、それほど社会やメディアの関心を集める
ものではなかった。それは、韓国水力原子力会社と、稼働延長に反対する古理
1号近隣の地元住民の間の交渉を通して、地元住民に対していくらかの補償
を行うという条件のもとで進められた。しかし、福島の原発事故後の稼働延
長によって、月城1号原子炉の稼働延長をめ
ぐって深刻な議論が起こった。福島の原発災
害は老朽化した福島第一原子炉の稼働期間
が更新された直後に起こっていた。韓国国民
たちは、地震や津波といった自然災害に対し
て、老朽化した原子炉がいかに脆弱であるか
ということを目の当たりにしたのである。そ
の危険性を認識した国中の人々が必死になっ
て月城1号原子炉の稼働延長に反対する運動
に関わったが、それは失敗に終わった。しか
し古理1号については、韓国水力原子力会社
が稼働期間を延長しようとする二度目の試み
を諦めた。そのため、韓国での最初の原子炉
である古理1号は40年の操業の後、2022年
に廃炉となることになった。
〔表1〕は福島の原発事故の以前と以後の間
で生じた変化を、ステークホルダー、係争事

3.11以前の反原発運動 3.11以後の脱原発運動

ステークホルダー ・原子力発電所周辺の地元住民
・環境保護のNGO団体

・原子力発電所周辺の地元住民
・環境保護のNGO団体
・ 高圧電線の建設予定候補地周辺  
の地元住民
・地方自治体
・宗教団体
・生活協同組合
・女性運動の団体
・政治家（議員も含む）
・一般市民

係争事項 ・原子力発電所の建設
・核廃棄物処理施設の建設
・補償

・原子力発電所の建設
・節電所
・老朽化した原子力発電所の廃炉
・高圧電線の建設
・ 生活環境（食品と空間）における  
放射能

方法 ・デモ
・キャンペーン
・声明の発表

・新しいエネルギーのシナリオ
・再生可能エネルギーの生産
・市民のエネルギー協同組合
・教育：脱原発学校
・脱原発訴訟
・原発推進派の政治家への拒否
・日常生活での変化

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」

〔表1〕 反原発運動と脱原発運動の比較
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項、運動の方法という観点から簡潔にまとめたものである。どの項目につい
ても、その数は増加し、多様化している。

 4. 議論

福島の原発事故以前、当初は環境保護団体と地元住民のみが反原発運動の
推進力であったのに対して、事故以降は、様々な団体とエネルギー市民が脱原
発運動に関わるようになった。多数の一般の人々が、それぞれの日常生活を変
化させようと努力をしている（Yun 2015）。それにもかかわらず、脱原発運動
は未だに、政府の原発推進拡張の方針に歯止めをかける力に欠けている。し
かし、国民の原子力エネルギーへの支持は過去と比較すると、わずかながら減
少しているが、〔表２〕に明らかなように、それは依然として比較的高い数字で
ある。2015年12月に韓国原子力エネルギー庁によって行われた原発について
の意識調査によれば、85.1%の回答者が原子力エネルギーの使用に賛成して
いる。その割合は、2010年の調査での89.4%という数字に比較すれば低く
なっているが、依然としてその数値は高いままだ。驚くべきことに、福島の事
故以前の53.1%よりは低くなっているものの、41.0%の回答者が依然として
原子力エネルギーを安全であると見なしている。このことは、85.1%と41.0%
の差として出る44.1%の回答者が依然として、原子力によるエネルギーの生
産が安全ではないにしても必要であると考えているということを示唆する。
加えて、回答者の73.9%が原子力による発電能力を拡張すべきか（33.7%）、
もしくは、同じ水準を保つべき（40.2%）と考えていた。しかしながら、福島原
発事故前は拡張を支持する数値の方が高かったのに対し、より多くの回答者
が規模拡張よりも現状維持を支持した。21.1%が原子力エネルギーの発電能
力の縮小を支持したが、これは福島原発事故前の11.1%のおおよそ2倍の数と
なっている。それにもかかわらず、拡張もしくは現状維持に賛同する人の数
は、縮小を支持する数の3.5倍である。原子力エネルギー容量の縮小は未だ大
多数の人の支持を得ていないのである。特に、原子力エネルギーの使用の必要
性への支持は、福島原発事故直後の世論調査での最低数から回復しつつある。

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」

年 1995 2000 2008 2009 2010 2011.10 2012.11 2013.10 2014.11 2015.12

原子力エネルギー生産の必要性を支持 85.5 84.4 89.8 83.7 89.4 78.3 87.8 83.5 81.7 85.1

原子力エネルギー生産の安全性を支持 30.5 33.6 58.3 61.1 53.3 48.8 34.8 31.2 26.2 41.0

核廃棄物管理の安全性 22.8 23.4 64.6 59.6 53.1 29.5 24.2 25.6 27.6 37.0

原子力発電所の
建設

拡張 55.5 48.3 41.4 50.6 45.9 37.4 39.5 40.3 31.5 33.7

現状維持 27.1 34.0 51.2 39.7 43.0 38.4 47.8 34.9 39.4 40.2

縮小 17.4 17.7 7.4 9.7 11.1 24.2 12.7 21.7 24.9 21.1

出典：韓国原子力エネルギー庁 2013、2014、2015年

〔表2〕 原発開発についての世論の傾向（単位：％）
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原子力エネルギーの使用を支持する傾向は、アンソニー・ダウンズ（Downs 
1972）の「イシュー・アテンション・サイクル（Issue-Attention Cycle）」の理
論によって説明できる。ダウンズによれば「イシュー・アテンション・サイク
ル」は〔図1〕に示すように、（1）問題以前、（2）警告的な発見と興奮の高まり、

（3）重大な進展に伴うコストの認識、（4）世論の関心の漸次的低下、（5）問題
以後という5つの段階によって成り立っている。韓国の世論は警告的な発見
と興奮の高まりの段階を通過し、原子力発電所に伴う多数の問題に関わるコ
ストを認識するようになってきているように見える。その結果として、世論は
関心の低下という第4段階にさしかかっているのかもしれない。

ダウンズによれば、ある出来事がもはや世論の関心の中心ではなくなった
とき、それは、その問題に対処するための計画や対策が確立された後にもた
らされる、忘却の彼方のような最終ステージに移行する。そうした計画や対策
は世論の関心が他へ移った後でも残り続けるため、その出来事はさほど重要
ではないことになったにせよ、周縁になおも存在している。この最終ステージ
で、出来事は世論と別の関係性を形成する。それは視界からは隠れるが、何
らかの進展が生じたときには、再び世論の関心の中心へと現れうる。それゆ
え、原発の実際のコストが説明以上に高いことを人々に気づかせることが重
要である。政府によって手厚い助成金が支給されているからである。それゆ
え、再生可能エネルギーは費用効率の点から言っても、より魅力的に見えるの
である。
トーマス・ヒューズ（Hughes 1983／ヒューズ 1996、1987）によって提唱さ
れた技術システムもしくは社会工学システムもまた、大多数の世論の反応を

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」

Stage
1

Stage
2

Stage
3

Stage
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顕
著
な
傾
向

1. 問題以前

2. 警告的な発見と
 興奮の高まり

4. 世論の関心の
 漸次的低下

3. 重大な進展に伴う
 コストの認識

5. 問題以後

〔図1〕ダウンズのイシュー・アテンション・サイクル

出典：Suzanne Staggenborg, 2015, Social Movements
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説明するために適用できる。社会技術システムは技術の結果に関係する人工
的な物体もしくは技術的な要素としてだけ存在するわけではない。それは、
生産者、インストール・プロバイダー、投資銀行を含む様々な組織を包括して
いる。そこにはまた、法律や規則、政策などの社会的な要素とともに、書籍や
論文、大学の講義や研究計画といった科学的な要素もある（Yun 2015）。その
社会工学システムは、長年維持されてきた物理的な構造と社会的な要素に基
づいており、関連するステークホルダーたちもそうした特定のシステムを継
続させることに興味を持っている。それゆえ、それは継続的に維持され、保
存され、強化される傾向にある。このような傾向は「運動量（momentum）」

（Hughes 1983／ヒューズ 1996）と呼ばれている。原発による安価な電力に
よって与えられる便利さや快適さに慣れきっている人々は、たとえそれが長い
目で見ればより高い支出になる可能性があるにせよ、変化を望まない。現状
を維持するという短期的な欲望が強い傾向があるのである。
しかしながら、この社会工学システムの「運動量」は永久に続くわけではな
い（Hughes 1983／ヒューズ 1996、Yun 2015）。一つの社会工学システムが
拡張され強化されると、そのシステムの維持と拡張を阻害する重大な問題が
生じる。また、そこには他の要素よりも遅れたり、あるいは相互作用しなかっ
たりする要素もある。もしそうした問題が社会工学システムそれ自体の内部
で適切に扱われないとすれば、運動量を維持するのは極めて困難である。こ
うした重大な問題は「逆突出部（reverse salient）」と呼ばれている（Hughes 
1983／ヒューズ 1996）。原子力エネルギーの世界的な歴史において、脱原発
運動は通常、最も強力な逆突出部の役割を果たしてきたのである（Yun 2015）。

 5. おわりに：残された目標と課題

韓国の多数の人々は、重大なパラダイムシフトの過程に直面している。解放
的な破局を経験した後にやってくるこの変化の段階は、すでに始まっている。
問題に関心を持つ市民たちは現行の硬直化したエネルギー・システムから脱
し、持続可能なエネルギーへと目を向け始めている。政府に対する不信感の
高まりと同様に、リスクや倫理的不適切さ、そして中心化された巨大規模の原
子力と化石燃料ベースのエネルギー・システムの無責任さへの認識の高まり
が、この変化の推進力となってきた。福島の原発事故以前、脱原発運動は、環
境保護運動のグループの領域の問題として見なされていた。加えて、それは
また、国民の問題としての原子力というよりは原子力施設の範囲内に限られ
たローカルな問題に関するものとして認識されていた。しかし、福島の原発
事故後は、多くの市民団体や宗教団体が脱原発運動に参加し、多数の人々が

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」
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それを自分たちの生活に影響を与える国民の問題として考えるようになった。
すなわち、一般の市民がそれぞれの生活で意義のある変革を行おうと努力を
するようになったのである（Yun 2015）。
しかしながら、障害はまだ残っている。福島の原発事故後、問題に関心を持
つ市民たちの数は増えてはいるものの、変容の過程を経て今なお少数にとど
まっている。脱原発運動は依然として国レベルでの原発推進政策を阻止する
力を欠いている（Yun 2015）。原子力エネルギーへの世論の支持がわずかに
減少しているとはいっても、それは未だ相対的なものである。代替策がない
とか、技術の発展によってそのリスクは管理できるとかと信じているために、
多くの人々が、そのリスクの存在にもかかわらず、原発の使用を支持している
のだ。だからこそ、原子力技術に対する代替案があるという事実を示し、そう
した代替案が成功している事例を示すことが重要になってくるだろう。
変容を経験する人の数を増やし、個人レベルでなく社会レベルでの変化を

達成すること──すなわち韓国社会全体の大規模な変革──が重要な課題で
あるのだが、未だ実現されていない。エネルギー面での変化がメインストリー
ムとはなっていないのである。韓国の国民たちはその第一歩を踏み出し始め
たばかりで、国全体は分岐点に佇んでいる。したがって、原発に関わる不可視
で未知のコストがこれまでに説明されてきた以上に高いということや、原発
事故、廃炉、核廃棄物の処理に関するコストを考慮に入れれば原発を縮小さ
せるコストの方がずっと低いということを人々に認識させることが重要なの
である。このアプローチは脱原発の世界が実現可能であり、また経済的にも存
立できるということを示すだろう。
脱原発運動の成功は、変容を経験するエネルギー市

シティズン

民の数と、代替的なエネ
ルギーによって生活する直接的なステークホルダーの数にかかっている。同じ
事故を目にしたとしても、すべての市民が原発技術の廃絶を願うわけではな
い。このことは多くの重要な疑問を投げかけている。市民たちはなぜ、同じ
事故に異なった仕方で反応するのか。こうした違いの理由は何なのか。エネ
ルギー・シティズンシップを駆動する条件とは何なのだろうか。エネルギー・
シティズンシップを発揮する市民たちとは誰なのだろうか。現在の原発依存
型のエネルギー・システムを維持しようと唱えているグループに属する人々が
どのような人々なのかを突き止め、そうした人々が自身の立場を正当化する
ロジックがどのようなものなのかを把握する必要もあるだろう。こうした疑
問にさらなる研究によって答える必要がある。研究をさらに深めるとともに、
エネルギー市

シティズン

民の数を持続的に増やすことが、韓国における脱原発社会の実
現のために必要とされているのである。



0 9 5

参考文献

Beck, Ulrich. 2015. “Emancipatory Catastrophism: What Does It Mean to Climate Change and 
Risk Society?” Current Sociology Vol. 63, No. 1: 75–88.

——. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. Trans. Mark Ritter. London: Sage.（ウルリッ
ヒ・ベック『危険社会──新しい近代への道』東廉、伊藤美登里訳、法政大学出版局、1998年）

Devine-Wright, P. 2007. “Energy Citizenship: Psychological Aspects of Evolution in Sustainable 
Energy Technologies.” Gaveming Technology for Sustainability 63.

Downs, Anthony. 1972. “Issue-Attention Cycle.” The Public Interest, Vol. 28: 38–50.

Hughes, Thomas. 1983. Networks of Power: Electrification in Western Society 1880‒1930. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press. （T. P. ヒューズ『電力の歴史』市場泰男訳、平凡社、
1996年）

——. 1987. “The Evolution of Large Technological Systems.” In Wiebe E Bijker, Thomas Hughes 
and Trever J. Pinch eds. The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the 
Sociology and History of Technology. Cambridge, MA: MIT Press.

——. 1998. “Technological Momentum.” In Merritt Roe Smith and Leo Marx eds. Does Technology 
Drive History?: The Dilemma of Technological Determinism. Cambridge, MA: MIT Press: 101–114.

Staggenborg, Suzanne. 2015. Social Movements. Second ed. Oxford: Oxford University Press.

Yun,  Sun-Jin.  2015.  “Koreaʼs  Nuclear  Policy:  Past,  Present,  Future.”  KAS Journal on 
Contemporary Korean Aff�airs: Environmental Policy in South Korea - Problems and Perspectives, 
117–170.

Yun, Sun-Jin, So-Yeon Kim and Mi-Ji Jung. 2011. “Similarities and Differences of Development 
Paths of  the Nuclear Technological Systems of Japan and Korea: Focused on the Concepts of 
Momentum and Reverse Salient.” ECO Vol. 15, No. 2: 147–195. ( 윤 순 진 ･ 김 소 연 ･ 정 민 지 . 
2011. “한국과 일본 원자력 사회기술체계 발전 경로의 유사성과 상이성: 관성과 역돌출부에 대한 대응을 
중심으로”. 『횐경사회학연구 ECO』제15권 2호: 147–195)




