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スウェーデンの原発
https://www.google.se/maps/search/kärnkraftverk+sverige/@62.7032633,13.7352223,5z

オスカシュハムン(Uniper 54.5% +Fortum Sweden 45.5%)

9~10 TWh/年

- １号機1972~2017、BW、473 MW

- ２号機1975~2915、BW、1118 MW

- 3 号機1985~、BW、1055 → 1400 MW

リングハルス(Vattenfall 70.4%) 約23 TWh/年

- １号機1975~2020、BW、881 MW

- ２号機1975~2019、PB、990 MW

- ３号機1981~、PW、1063 MW

- ４ 号機1985~、PW、1130 MW

バッシェベック(Sydkraft NP, Uniper傘下 )

- 1 号機1975~1999、BW、600 MW

- ２号機1977~2005、BW、600 MW

フォシュマルク(Vattenfall 66.6%)

20~25 TWh/年

- １号機1980~、BW、990 MW

- ２号機1981~、BW、1118 MW

- 3 号機1985~、BW、1172 MW

https://www.google.se/maps/search/kärnkraftverk+sverige/@62.7032633,13.7352223,5z


フィンランドに計画中の原発
2011年10月

ボスニア湾をはさんで

Skelleftåの真向いの

Pyhäyoki市に決定

即座に反対する市民グループ

「原発なきボスニア湾の会」 結成される





スウェーデン側ボスニア湾沿いの自治体の市民

Facebook情報拡散

反対署名活動→フィン議会・政府に提出

フィ国会・自治体議員、株主へ働きかけ

スウェ側自治体に「反対表明」を促す

フィンランド側市民団体と交流

学習会・集会・国際的交流も



チェルノブイリセシウム降下

Lennart Johansson, Umeå大学

放射線物理学・放射線防護学教授

Tjernobyl 1986 - 2016

Cesium-137 i befolkningen i norra Sverige

スウェーデン北部住民の中のセシウム137

ウメオ大学公開講座チェルノブイリ30周年

2020年3月没、68歳



WBCで19万3千Bq, Torkel Stinnerbom

• https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.
samelandspartiet.se%2F2013%2F08%2F29%2Fsamiid-
riikkabellodats-ledamoter-i-sametingets-
plenum%2F&psig=AOvVaw2ZyGs0KDdiRgAmGKqJRBRA&ust
=1593356601192000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjR
xqFwoTCJjQq56iouoCFQAAAAAdAAAAABAF

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.samelandspartiet.se%2F2013%2F08%2F29%2Fsamiid-riikkabellodats-ledamoter-i-sametingets-plenum%2F&psig=AOvVaw2ZyGs0KDdiRgAmGKqJRBRA&ust=1593356601192000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQq56iouoCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.samelandspartiet.se%2F2013%2F08%2F29%2Fsamiid-riikkabellodats-ledamoter-i-sametingets-plenum%2F&psig=AOvVaw2ZyGs0KDdiRgAmGKqJRBRA&ust=1593356601192000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQq56iouoCFQAAAAAdAAAAABAF


1980年 原発国民投票 ～何だったの？～
Linje 1：

「原子力発電は、産業や福祉を発展させるための電力需要に配慮できるタクトで廃止していく。

石油依存を減らすため、再生可能電源が利用可能となるまで、最大限でも既存の12機（6機運転中、

4機建設中、2機計画中）を使用するが、新規建設は行わない・・」

Linje 2：

Linje 1と全く同じ、違いは、家庭用電力については「国有化する」という条件付き

Linje 3：

「さらなる建設はしない。10年以内に、既存の6機も廃止する。

家庭用電力の石油依存縮小は、省エネをさらに効率的にすすめること、及び、再生可能電源への

強力は投資により達成する。

既存の原子炉は、強化した安全基準下で規制される。まだ運転開始していない原子炉は使用しない。

国内でのウげラン開発は許可しない。」

投票率：75.6% Linje 1：18.94% Linje 2：39.12% Linje 3：38.65% 白紙：3.29%

議会は、2010年までに全機の廃炉を決定 → 2010年6月、議会は「新規建設・可」を議決



発送電分離・電力自由化→再エネの発展のカギ

いまだに原発大国→2040年再エネ100％を目指す

2019年電源割合 エネルギー庁

原子力39％

水力39％

風力12％

火力10％



スウェーデンのDr.再エネTomas Kåberger

安い自然エネルギーと蓄電技術の組み合わせで、電気の燃料化も達成し、
脱・化石エネルギー時代へ



スウェーデン最新コロナ感染状況

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-
har-ar-de-senaste-siffrorna

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-senaste-siffrorna


初期のリスク判断と対応
判断・分析材料：WHO、ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

リスク段階 とても低い：低い：中程度：高い：とても高い

1月31日 SARS-Cov-2 ：WHO世界的脅威

国民健康庁FHM：「一般に危険、社会に危険を及ぼす感染症」(法的対処可能)

現状で、スウェーデン国内で感染拡大するリスクはとても低い

2月初旬～武漢からの引き上げ者、旅行者、強制を伴わない検疫、各Regionで検査・分析準備

2月25日 感染輸入リスク：高い、二次感染リスク：低い

（2/26：１、2/27：５＋５、3/1からは各地の感染確定件数をHPに掲載）

3月2日 感染輸入リスク：とても高い、二次感染リスク：中程度

3月6日 北イタリアへの旅行自粛、3月10日市中感染の恐れ、症状→外出自粛、特に介護職員

3月11日 WHO：世界的パンデミック、FHM：市中感染を予防し、リスクグループへの感染阻止

高齢者施設への不要不急の訪問自粛、医療・介護職員のPCRテスト開始

3月13日 FHM：市中感染のリスク：とても高い、新たなフェーズ 3/27・50人以上に

PCRテストを入院患者と医療・介護職員に制限、症状→自宅療養、500人以上の集会自粛↑

3月16日 感染確認1000人超え、70歳以上(リスクグループ)自宅自己隔離要請、在宅勤務

3月17日 高校・大学の遠隔授業要請、3月19日 不要不急の旅行自粛

3月24日 レストラン・バー等の新規則（列や密をつくらせない）、遠方・過疎地への旅行自粛



TVドキュメンタリー

コロナ最前線からの報告

SVT制作

5月28日放送

パンデミックの始まりから、5月後半まで

医療従事者や老人ホーム・患者の家族・患者(独りのみ)への取材

https://www.svtplay.se/video/26844997/berattelser-fran-
frontlinjen-kampen-mot-coronaviruset

https://www.svtplay.se/video/26844997/berattelser-fran-frontlinjen-kampen-mot-coronaviruset


スウェーデンの感染症対策枠組み

内 閣 首相、非常事態担当大臣、経済大臣、

社会省/大臣

↓(統括)↓ ↑(助言) ↓(統括)

社会庁SS 国民健康庁FHM 非常事態対応庁

医療･介護/緊急事態 国家疫学者 MSB

↓(統括) ↓(統括) ↓ (指導) ↓(助言･物的補助)

Kommuner Regioner/ 感染症予防医

↓(経営･監督) ↓(経営･監督) ↓(地方の対策を決定) 

高齢者介護 病院・診療所

施設/在宅 受診/入院治療/PCRテスト



国民健康庁記者会見

https://www.svtplay.se/video/26122764/forum/forum-25-
juni-09-00?start=auto

https://www.svtplay.se/video/26122764/forum/forum-25-juni-09-00?start=auto


Anders Tegnell
• 死者数はあまりにも多すぎた。

• 高齢者を守れなかった。

• 移民グループへの速い感染拡大を防げなかった。

• 介護現場の実態を知らなかった。

• もっとできることはあったはず。

• 対策は、

有効であること(段階的)

簡潔明瞭であること

守られること

必要な限り長続きすること

ネガティブ効果も考慮する必要がある

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.allas.se%2Frelationer%2Fgustav-tatuerade-in-anders-tegnells-ansikte-pa-vansterarmen%2F249902&psig=AOvVaw3o3kjMlZK2nEMUjkfL3m8f&ust=1593189032335000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiz5-SxneoCFQAAAAAdAAAAABAU


死者に占める高齢者割合：9割近く

・コロナ以前からの高齢者介護の脆弱性が露呈

人員不足、非正規職員による継ぎ接ぎ補填(ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ40％)

衛生管理講習・ルーティンの不徹底

感染防止装備不足・使用方法教育(自治体に丸投げ、行政の縦割
り弊害)

・検証と改善(教育・雇用改善対策)は既に始まっている

（野党はコロナ検証委員会の即時設置を要求）



年齢別感染確認者数、10万人当たり

2/3 3/5 3/20 4/20 5/20

老人ホームでの感染確認者数、10万人当たり

2/3 3/5 3/20 4/20 5/20

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑでは減っているが、他の地方では漸増か



誰が「集団免疫」を口にしたのか？
国家疫学者Statsepidemiolog

• Anders TegnellとJohan
Giseckeが従来型感染症対
策＋集団免疫獲得を想定？

• Annika Lindeは沈黙→5月
末に集団免疫獲得の想定を
批判

• 緩い統制が、感染者数・死
者数を押し上げた

• 若者を惹きつけた「集団免
疫」論



「集団免疫」論を広めた報道の役割

4月後半、気候が良くなって、人々が街へ繰り出し始めた・・

街中のカフェやレストランのテラスで飲食を楽しむ人々・・

公園で仲良くゲームする若者へのインタビュー

「公園で戯れる・・こういうのは、責任ある行動だと思う？」

「私、コロナはいずれ皆、遅かれ早かれかかるのは避けられない
と思う。リスクグループは避けなきゃダメだけど。集団免疫こそ、
the way to go!じゃないかな」

https://www.svtplay.se/video/26098676/helgstudion/helgstud
ion-25-apr-09-00?start=auto



問いースウェーデンで起きたことから

• 感染者数の大小は何に拠る？

- 国境封鎖・検疫(水際対策)－ほとんど行われなかった

- 人と人との接触を断つ(ロックダウン、外出禁止)－緩かった

- 初期対応の失敗では？（野党も批判）

• ロックダウンしていたら、死者数は少なくて済んだか？

- 介護職員による無自覚/自覚感染持ち込みはどう防ぐ？

- 待遇改善・教育による意識・責任感向上、保護装備



続き

• 医療崩壊は防げた？

- 他の病床・計画手術を削って、Covid19のためのICU拡充

- 仮設病院増設（やってるふりだった感あり）

- 医療従事者の拡充は限界あり↑→トリアージ実施？

- 軽症者を医療から排除（スウェ人だから耐えられた？）

- 高齢者を医療から排除？

- 検査体制（同じ医療従事者）

- 公立医療の重要性、人員の重要性



続き

• 誰を隔離するのか？

- リスクグループ(高齢者等)感染したくない人を隔離？→分断

- 検査→感染者を隔離？→差別（特に日本の場合）

• 集団免疫論の功罪

- 「いずれみんなかかるんでしょ？」

- 感染して回復した人はヒーロー（差別されない）



日本の問題

• 感染症対策体制がない？

- “専門家”問題

- 医療体制の問題

• それでも感染がそれほど拡大しなかったのはナゾ

• 猛暑にマスクは有効なのか？これからが怖い？

• 「念のため」に学校閉鎖していいのか？



スウェーデンをめぐる報道・印象の変化

• “世界の最先端を行く社会”像を自他ともにイメージ？

• コロナ対策でも、「結局、スウェーデンが一番うまくやった」
を目指した？ →若者が「集団免疫」論に飛びついた

（もともと、“大国”意識はあると思う）

• クラシックな“エリート”が描いたクラシックな感染対策は、
SARS-Cov-2には通用しなかった？

• 世界は“印象操作戦”が渦巻いている？



TACK så mycket！



＜国民健康庁専門家のマスク見解＞

マスクの市中における感染防止効果は、
科学的・医学的に証明されていない

↓
老人ホームや在宅介護は「市中」

↓
介護職員のマスク着用は、推奨しない

新規PCR陽性／日

医療・介護従事者

その他＝Covid-19入院患者

ラインは、新規入院患者の週平均値

3月11日まで：感染者追跡のため
3月12日以降：入院患者のみ＋医療従事者

14名：死亡日不明
（死後発見？）

＜国民健康庁専門家の
ロックダウン見解＞

すでに市中感染が
始まっている中、

強い行動規制を行っても
対策の強硬さに見合う

感染抑制効果は
期待できない



コロナ危機を通して見えたこと

・高齢者を守れなかった！
https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/corona-pa-aldreboende-ett-
misslyckande/

国務大臣兼機器担当大臣

Mikael Damberg(社民党)

死亡者の49％：老人ホーム入居者

25％：在宅介護利用者

失政を認め、改善を約束

https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/corona-pa-aldreboende-ett-misslyckande/


集中治療適用でのトリアージは、
病床が足りていたのにもかかわらず行われたのか？

• 3月1５日 疫学者グループが、「5月末に感染のピークに達し、500～1000床の
ICUが必要になる」リスク計算（当時ICUベッド数は150とか？）

• ストックホルムregion始め、各地方の病院でICU拡張、仮設病院も建設

• 3月17日ストックホルムregionの保険・医療局がICU治療適用に関するガイドライ
ン制定 →3月26日各病院に送達

(深刻な合併症がある・薬物中毒・ペースメーカー使用者・80歳以上等のCovid-
19患者は集中治療適用を非優先)

• 3月27日社会統括庁が「非常事態下の集中治療に関する優先順位のための国家原
則」を公表

(患者の生存見込みにより3段階の優先順位。制定に関わった医師は、実際に第3
段階まで必要になると予測していた。）

• 3月30日ストックホルムregion、↑を受けて3月17日決裁したガイドラインを破棄

• 同日カロリンスカ医科大学病院、独自の優先順位ガイドライン制定

(社会統括庁の原則に添ったもの）



• 「集中治療統計」によると、4月に入って、70代以上の高齢患者の
ICU入院が有意に減少(特にストックホルムregionで顕著)

• 病院側は、 3月・感染拡大の初期には、70代以上もICU治療を試み
たが、治療効果が十分でない知見に学んで、送らなくなったと説明

• ストックホルムregion内、カロリンスカを含む複数の病院の医師等
から、「優先原則が厳しすぎる」「人工呼吸器の使用期間が長くな
る患者が避けられる」「複数の原則が存在して混乱する」などの批
判がIVO(医療・介護審査会)に寄せられる

• IVOとストックホルムregionのチーフ医師会合、「ICUに70床の空き
があるときに、優先順位の適用は行うべきでない」メール通達

• 社会統括庁によれば、ICUが満室になった日はなく、全国的にはゆ
とりがあった（トリアージを適用する条件はなかった）

• ICUにゆとりがあったのは、通常ならICU治療に回す状態の高齢者も
送ることを諦めたから、という医療従事者の声もある。



https://www.svt.se/datajournalistik/coro
na-i-intensivvarden/

ピークは4月25/26日、558床

Covid-19でICUに運び込まれた患者／日

Covid-19でICU治療中の患者

始まりは3月初旬

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/


重症者受け入れ態勢(ICU)の拡充に邁進

（他部署を削減→病院内で拡充、野戦病院2か所＝使われていない）

それでも足りない非常事態に備えてトリアージ原則制定

→独り歩き？ 現場従事者は、14時間勤務などで実際へとへと、限界状態。

感染拡大の勢いは予想を下回った

武漢・イタリア・ニューヨークなどを想定した計画の功罪

＊44000件に及ぶ手術予定が延期

＊老人ホームで感染した入居者に、担当医が看護師との電話だけで「終
末医療」を処方したケースへの多数の家族の告発も報道されている

医療を救うか、命を救うか
最悪に備えた結果、命を軽視？



SVTまとめ記事（2020年4月23日初版、最終更新：5月1日）



今後、何が？

• 国の専門家と政府は、引き続き感染の抑制と高齢者介護の場に
感染が広がらないことを目指す

• 「緊急事態」下の「政治的休戦」は終了、これまでの政策への
批判が噴出していく

• 行動規制が緩すぎたことへの批判

• PCR試験体制を確立できなかったことへの批判

• 「集団免疫」論が謂われたことへの批判

• 経済救済対策の議論

• ワクチン開発への投資


