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原子力時代の幕開け

1953“原子力を平和利用に” (Atoms for
Peace)
国連におけるアイゼンハワー米国
大統領の演説

1954 初の原子力予算2.35億円認められる。

1956 原子力委員会、日本原子力研究所
の設立
原子力基本法施行
動力としての利用と放射線の利用

原子力の研究、開発及び利用に関する
長期計画

1957 研究用原子炉１号機（ＪＲＲ-1)初臨界

JRR-1 (日本初の原子炉)

国連におけるアイゼンハワー
大統領の演説

わが国における原子力開発の歴史（１）
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原子力発電
1963年10月26日： 日本原子力研究所において動力試験
炉（ＪＰＤＲ）により我が国初の原子力発電に成功（原子
力の日）
1966年：日本原子力発電株式会社（原電）において東海
１号炉による初の商業発電を達成(黒鉛減速炭酸ガス冷却
型（GCR）電気出力16万6,000kW)

JPDR（日本初の原子力発電） 東海１号炉（初の商用原子力発電）

わが国における原子力開発の歴史（２）



国内のエネルギー資源不足により海外進出に弾みつかず。
・電力需給事情は極めて悪く停電や電休日などが恒常的。
・エネルギー資源であった石炭と大規模水力発電の新増設に必死に
なって取り組んでいた。
（この頃中東の石油はまだ世界市場に登場していない。）

→「原子力平和利用→原子力発電」への途が開け、原子力発電への挑
戦は、国としても、また電力会社にとっても喫緊の課題だった。

原子力発電待望

電力会社に原子力発電部門設置

・民営の国策会社「日本原子力発電会社」が官民により設立。
国の重要政策である原子力発電を民営の効率経営のもとで行う
この方針は、原子力開発におけるいわゆる「国策民営」のはじめ。

・民営 9 電力会社による大規模な原子力発電開発へ進展。

わが国における原子力開発の歴史（３）



わが国における原子力開発の歴史（４）



世界トップレベルの安全性・信頼性：1960年代から常に追及

提供： 電気事業連合会

設備
容量
)

年

・初期トラブル克服
・国産化

・信頼性・安全性・稼働率の向上
・被曝低減、定期検査短縮

・経済性の向上
・安全性、運転保守性の向上

建設済（含む廃炉）57基
建設中プラント 2基
許認可申請プラント ４基

改良技術（ＡＢＷＲ、
ＡＰＷＲ等）採用改良標準化

ABWR・APWR

✓安全性と経済性の向上を追求した世界最新のBWR
✓1996年以降豊富な運転実績を保有

柏崎・刈羽6.7号

ABWR

✓ｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄによる経済性の向上を図った世界最大級
の軽水炉（1538MW）

✓新技術の採用により安全性、信頼性、運転保守性、
経済性を向上

敦賀３，４号機 (計画）

APWR

(MWe)

わが国における原子力開発の歴史（５）



わが国における原子力の現状

2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故は、取り
返しのつかない極めて残念な事故であった。

日本原子力学会事故調査委員会報告書より



原子力発電所の安全はどのように改善されたか

安全性を高める新規制のポイント

大規模な自然災害への対策
・地震：活断層露頭の上に安全上重要な施設を建てない
・津波：重要な施設は十分高い場所に設置、防潮堤を設置
・火山：想定される火山事象を調査し、必要な対策を施す
・竜巻：竜巻による影響評価を実施し、必要な対策を施す

設計を超える重大事故が起こった場合の対策
・従来の要求に加え、電源車の準備、可搬型ポンプ車の配備（多様性、
独立性）

・フィルタ・ベントの設置
・水素濃度を低減する装置の設置
・放射性物質の大気中拡散を押さえるため、可搬型の放水砲の整備
・テロ対策として発電所の設備を遠隔操作できる設備の設置

事故時のCsの放出量が100TBqを超える事故の発生頻度は100万炉年に

1回程度を越えないこと

わが国における原子力の現状



新規制基準では、｢深層防護｣を基本とし、共通要因による安全機能の喪失
を防止する観点から、自然現象の想定と対策を大幅に引き上げ。 また、自
然現象以外でも、共通要因による安全機能の喪失を引き起こす可能性のあ
る事象（火災など）について対策を強化。

新規制基準の基本的な考え方

従来の規制基準と新
規制基準との比較

深層防護の考え
方

プラン
トの当
初設計

設計
基準外

緊急時
計画

わが国における原子力の現状



新規制基準を踏まえた対策実施例

わが国における原子力の現状



わが国における原子力の現状

各発電炉の再稼働に向けた取組み

事故炉と
約50万kW級

1基再稼働により、燃料コスト350～630億円／年、CO２排出量260～490万トン／年
削減（100万kWe 稼働率80％：LNGもしくは石炭火力代替）



わが国における原子力の現状

➢ 菅総理大臣は2020年10月26日の所信表明演説で、「2050年カー
ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことをここに
宣言します。」と述べる。

➢ さらに、2021年4月22日の地球温暖化対策本部会議では、
「2050年目標と整合的で、野心的な目標として2030年度に、
温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指します。
さらに、50％の高みに向けて挑戦を続けて参ります。」と述べ、
気候サミットでの存在感形成に腐心。

➢ しかし、事務方は、「46％削減は、これまでの目標の7割以上
引き上げるものであり、決して容易なものではありません。」
「2050年および2030年の野心的な削減目標が示されたが、これ
を目指すための道筋として、どのようなエネルギー政策が考え
られるか」と四苦八苦中。

カーボンニュートラルに向けた取組み



カーボンニュートラルとエネルギー基本計画

グリーン成長戦略
経済産業省策定のグリーン成長戦略では14項目を挙げてい
るが、原子力には全く意気込みが感じられない。

わが国における原子力の現状



わが国における原子力の現状

エネルギー基本計画の位置付け
エネルギー基本計画は、2002年に策定されたエネルギー政策
基本法に基づいて策定し3年毎に検討することとなっている。
策定、検討に当たっては経済産業省資源エネルギー庁が諮問
委員会を設けて意見を聞き、最終的には閣議決定する。

2003年10月 第1次エネ基
2007年3月 第2次エネ基
2010年6月 第3次エネ基

2014年

2014年4月 第4次エネ基
2018年7月 第5次エネ基
2021年10月 第6次エネ基

2011年3月
東電福島事故

エネルギー基本計画：エネルギー政策の基本的視点

[S+３E]、安全性（Safety)を前提とし、エネルギー安定供給（Energy Security)を
第一とし、経済効率性（Economic  Efficiency）による安価なエネルギー供給を
実現し、同時に環境適合性（Environment）を図ることである。

エネルギーミックスの位置付け

エネルギー基本計画を実現する将来のエネルギー需給構造、特に電源構成の姿



わが国における原子力の現状

第６次エネルギー基本計画（2021年10月閣議決定）

基本方針
・再生可能エネルギーの最大限導入に向けた最優先の原則
・化石燃料電源の引き下げ
・原発依存度の可能な限り低減

再エネ 36～38％ 上限やキャップではない。更なる高み。

火力 42％ 他の電源と調整。LNG 20、石炭 19、

石油 2、水素・アンモニア １

原子力 20～22％ 安全性を全てに優先

・エネルギー自給率は30％
・CO2排出量は2013年比45％削減
・電力コストは、FIT買取費用5.8～6.0兆円に上昇、燃料費は

2.5兆円に減少し8.6～8.8兆円

原子力発電所のリプレース、新増設は認めなかった。



わが国における原子力の現状

第6次エネルギー基本計画の2030年度電源構成

10000

第5次エネ基

変わらず

内訳

第６次エネ基



わが国における原子力の現状

直面する課題への取り組み

➢ 運転再開後利益が見込める炉は、可能な限り速やかに
規制当局の審査を受け、地元の了解を得て再稼働する。

➢ 新たに運転期間40年を迎えるプラントは、遅滞なく

20年延長の審査を受け、円滑な運転に資する。

➢ 規制上の運転期間は実稼働期間とするよう要求する。

➢ 産業界は、次期建設炉の開発、設計を精力的に進め、
国、国民の理解を得る。次期炉は、如何なる事故に対
しても避難不要（Evacuation Free)の大型軽水炉が適切
である。

➢ 中長期に亘って原子力発電は最低20％以上、30～40％
の寄与が必要。このためには、早期にリプレース、新
増設が必要であり、政府に働きかける。



わが国における原子力の現状

23基：2374万kW
（1663億kWh)

3基：414万kW
（290億kWh）

8基：956万kW

3基：414万kW

運転期間の延長

原子力比率20～22％

2060年30基稼働
（100万kW、80％）

2030年



原子力発電

原子力発電の抱える課題

実稼働期間の採用

➢福島第一事故以来10年以上稼働していないプラントが多く、
本来、停止期間を除き実稼働期間で算定すべきであるが、
認められていない。

➢マスコミなどは、「老朽原発」と騒ぎ、国民の不安を助長して
いるが、原子力発電所では、機器、装置等の健全性を評価
し補修、取り替えなど高経年化対策を着実に実施している。



次 世 代 発 電 炉 の 開 発

第21回SNWシンポジウム講演資料より



原子力発電

次 世 代 発 電 炉 の 開 発



原子力発電
次 世 代 発 電 炉 の 開 発

第21回SNWシンポジウム講演資料より



原子力発電

次 世 代 発 電 炉 の 開 発

第21回SNWシンポジウム講演資料より



原子力発電

次世代発電炉の開発

わが国における高温ガス炉の開発

日本原子力研究所（現原子力研究開発機構）は、長年の研究
開発成果を基に高温工学試験研究炉（HTTR)を完成。
世界初の原子炉出口温度950℃（2002年）を達成するととも
に、各種の安全性確認試験を積み重ねてきた。



原子力発電

次 世 代 発 電 炉 の 開 発

第21回SNWシンポジウム講演資料より

カナダより受注決定
（12月3日）最大4基



原子力発電

次世代発電炉の開発

高速(増殖)炉の開発
わが国の高速炉開発計画は実験炉、原型炉、実証炉のステップを踏んで、実
用化を目指してきた。もんじゅの廃炉、その後、実証炉計画と位置付けた
ASTRID計画（フランス）の縮小を踏まえ、全面的な見直しが迫られている。

廃止

ASTRIDの縮小

現在の国の方針
・実用化は、21世紀後半
・メーカは炉概念の発掘
⇒絞り込み・支援重点化 ⇒開発課題、工程検討

・電気事業者は最も望ましい炉概念を選択する。



原子力発電

核融合炉の開発

・「地上に太陽を」との触れ込みの核融合は、水爆の実験に
成功後すぐに応用できると考えられ、1950年代に各国で研
究開発が始まった。

・しかし、これまでの研究装置では、実用化するに足る規模

のエネルギー（数十万kW程度）を継続的に発生させた例
はない。

・実用規模の核融合エネルギーが生じる条件下でのプラズマ
の物理は未知の領域で、プラズマ物理における課題の解明
が必須であり、その解明は核融合
エネルギーの実用化に
不可欠な課題の一つである。

・実用化のためには、中心イオン温度
1億度以上、閉じ込め時間X中心イオ
ン密度約200兆以上が必要である。



原子力発電

核 融 合 炉 の 開 発

・1985年にレーガン米大統領とゴルバチョフソ連書記長は
平和利用のための核融合研究の重要性を認め、核融合エ
ネルギー実用化のための国際協力について合意した。こ
れにより核融合研究において先行していた米国、ソ連、
日本およびEUでITER活動が始まり2003年以降には中国、
韓国、インドが参加。

建設地をフランスに
決定。総額は1.5兆円
から、現段階では2.5

兆円。

ITERの主要パラメータと炉工学技術



原子力発電

核 融 合 炉 の 開 発

ITER達成目標

１．短時間のQ値（核融合により得られるエネルギー／外部
入力エネルギー）として10

２．Q値は5を超えて安定したプラズマを発生させる
３．最大8分間の核融合プラズマを維持する
４．燃焼（自己維持）プラズマを点火する
５．トリチウムの生産構想を立証する、等

トカマク型核融合炉の概念図



原子力発電

核 融 合 炉 の 開 発

・核融合炉の実用化のためには、プラズマ物理、磁気閉じ
込め、それらに基づく長時間運転の確立、高速中性子照
射に耐える材料の開発、ロボットによる遠隔操作技術、
トリチウム増殖材開発と扱い等々数多の未解決の課題が
山積している。更に、経済性達成も重要な課題である。

核融合関係者が描く将来像

実証炉



わが国における原子力の将来

原子力発電はなぜ必要か

１．最も安価で発電過程でCO2を排出しない。

２．準国産エネルギーでエネルギー自給率
を向上させる貴重なエネルギーである。

３．優れた安定供給性と効率性を有する。

４．化石燃料埋蔵量の減少に対処し、
価格上昇に対し交渉の切り札となる。

資源確認埋蔵量と可採年数 変動型再エネ主力電源化には蓄電池
コストの抜本的低減が必要



わが国における原子力の将来

原子力に関する総括的解決策を要する課題

・既設プラントの再稼働：既設プラント中、再稼働10基、地元了解待ち6基、
審査中11基、未申請9基
規制委員会の審査の促進、事業者の全精力を傾注した審査対応、
地元へのきめ細かい説明と理解促進

・新増設：政府が明確な方針を示す。電力会社が具体化
資金リスクの官民分担、安全性向上、防災対策強化

・放射性廃棄物処分場の確保：北海道の2町村で文献調査中。他の自治体
からの申し出も望まれる。その他、使用済燃料
の中間貯蔵（含サイト内乾式貯蔵）も重要

・核燃料サイクル堅持の再確認：政府、電力会社
再処理工場の完成及び高速炉計画の大幅な遅延、
プルトニウム問題

⇒しっかりとした議論、方針が必要！

国民、住民の原子力理解の促進が必須：
政府、電力、原子力関係者、教育者等の役割大 廃棄物処分場科学的

特性マップ



高レベル放射性廃棄物処分場の確保
原子力の将来

現在、北海道の2町村で文献調査が行なわれているが・・・

➢北海道の条例で処分場を受け入れないと決められている。
概要調査に進むに当たって住民、知事の同意が得られる
か？

➢北海道の候補地が進まなかった場合（私案）

・国としての姿勢を示し、国会で審議して国民が納得する科学的、
技術的な適地を示し、住民の賛同を得て概要調査に応じる自治体

（複数）を募る。この段階で知事等による反対は受け入れない。
・概要調査の結果を踏まえ、最適地となった自治体、住民と実施主
体が対話を重ね最終処分地を決定する。

さらに、近い将来、使用済燃料が各発電所で満杯になるの
で、全国数カ所で乾式中間貯蔵するよう国がイニシアチブ
を取ることが望まれる。



原子力の将来

リプレース、新増設
原子力の将来

リプレース、新増設

既設発電所の再稼働は、2030年までには完了するであろう。

焦点は、2030年以降に向けて原子力発電所のリプレース、
新増設に向けた課題が解決されるかである。

➢ 政府が明確な方針を示すこと
・国民の支持が得られないとの理由付けで積極的な対応せず

しかし、
・カーボンニュートラルや2030年46％CO2削減達成の無謀な再エネ
一辺倒策は破綻をきたす。既存の大・中水力以外は～30％が限度

・国民の原発離れ、拒否も和らぐと期待
・第6次エネルギー基本方針策定時に、自民党の電力安定供給推進議
員連盟（細田博之会長、所属議員約90名）及び原子力リプレース
推進議員連盟（稲田朋美会長、安倍元首相顧問）がリプレース、
新増設を申入れていた。

政府の原子力重視政策が明確となり、原子力発電所のリプ
レース、新増設は第7次エネルギー基本計画に盛り込まれる
であろう



原子力の将来

リプレース、新増設

電力会社、メーカの積極性、体力

✓ 福島第一事故により、電力会社、特に東京電力は疲弊。（事故炉
の処理、トリチウム水の海洋放出、柏崎・刈羽発電所の諸トラブル）

✓ 次期発電炉については、如何なる事故に対しても住民退避不要の大型
改良軽水炉となろうが、総括原価方式の取り止め、電力自由化等もあ
り民間だけでは積極的な導入は厳しいのではないか。
従来の軽水炉の改良と同様に経産省の積極的なリーダーシップが必要。

✓ 原子力産業界も将来に向けた再編が必要となろう。（私見）
電力会社を原子力発電に限った2つにまとめる。
東日本と西日本原子力発電（株）または、BWRとPWR会社

原子力メーカも1社にする（例：仏）
あるいは、電力、メーカの共同体

✓ 国民の原発有用性、必要性の認識、理解
・政府の将来エネルギー政策における原子力発電の明確な位置付けと
国民への説明

・電力会社の住民との対話促進
・原子力発電所の安全で信頼ある運転実績の蓄積
・専門家ー住民、国民あるいは国民同士の率直な対話



世界の原子力の現状と将来

主要国の原子力発電の状況

31ヶ国・地域で434基、4億800万kＷの原発が稼働し、全発電
電力量の10.1％を供給（2021年1月1日現在、原産調べ）

米国では、現在世界で最も多い94基の原発が稼働。多くは1980年代までに稼
動したものであり、そのうち86基は寿命を60年に延長、複数の原発プロジェク
トが現在進行中

フランスでは原発56基が稼動しており、総発電量に占める原発の割合は約76％。
最近、大統領はカーボンニュートラルに向け原発の新設を決定する。

中国では、48基の原発を保有し、日本を追い越し、世界第3位となる。

英国では、現在15基が稼働し、総発電量の約2割を供給。政府は8つのサイトで
原発の新設を進めている。

ドイツでは、福島第一原発事故を受けて、脱原発の方針を決定し、2022年まで
にすべての原発を閉鎖

アラブ首長国連邦、トルコ、バングラデシュ、ベラルーシで建設中、エジプト、
ウズベキスタン、リトアニア、カザフスタンで計画中である。
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原産調べ（2021.1）を基に作成



世界の原子力の現状と将来

主要国の原子力発電の状況

福島第一原子力発電所事故後の世界の原子力発電の潮流



世界の原子力の現状と将来

原子力発電の見通し

開発地域の二極化が進む

➢ 世界の原子力発電量は2020～2030年に約15％増加（公表政策シナリ
オ）、約30％増加（持続可能開発シナリオ）。しかし、総発電量に
占める割合は僅かに減少。

➢ 先進国では、原子力発電は現在最大の低排出電源だが、原子炉の経
年化や新規の建設数が少ないことから、原子力発電量は2030年に
10％減少（設備容量で約7000万kW）の見込み。

➢ 新興市場と開発途上国では、原子力発電量は2030年に60％以上増加
（世界で6200万kW建設中のうち4200万kW)し,発電シェアを6％に引
き上げる。
・中国は2030年頃には、米国やEUを追い抜き、世界最大の原子力
発電国になる。

・ロシア、インド、中東で新規原子力発電開発が進行中で今後の拡
大に寄与する。



世界の原子力の現状と将来

原子力発電の見通し



原子力発電

次世代発電炉の開発

TMI,チェルノブｨリ等大きな事故発生後、小型の安全な炉の開発が話題に
なってきた。しかし、これまでコンセプトは数多提案されたが、実用化は疎
か実炉を建設したものはない。

現在、福島第一事故を受けて国際的に小型炉（SMR)が話題になり、米国、
カナダ、英国をはじめ各国で取り組んでいる。SMR（Small Modular Reactor)
は、一応30万ｋＷe以下の原子炉をめやすとしている。

小型炉の特徴、狙いは、
・安全性の向上：フルパッシブな革新的な安全設計
・工場で組み上げる生産方式：品質の維持・向上
・電力需要が小さい地域、グリッドの未発達な地域（途上国等）への普及
・熱供給と併用
・燃料取り替え不要、あるいは取替え頻度小、メンテナンス容易
・初期投資が抑えられ、早期の投資回収

である。

小型炉（SMR)の開発



・PWR技術に基づいた熱出力200 MWt、電
気出力50 MWe（現在は、設計の改良によ
り77MWe）のSMRであるNuScale Power 
Module(NPM）を開発中

・2029年に、アイダホ国立研究所（INL）敷
地内でNuScale Power社初となるNPM（ 6 
基連）の運転開始を予定。電気出力77  
Mwe級のSDA取得申請は、2022年に行う
予定である。

・NPMの平準化発電単価（6基連結時）は、
58$/MWh（1$=110円換算で6.4円/kWh）

・NuScale社は、NPMの世界展開に向け、
カナダ、ルーマニア、チェコ、ウクライ
ナ、英国、ヨルダン、日本、韓国の企業
や政府組織と協力。日本の企業は、日揮

原子力発電

次世代発電炉の開発

NuScale (米)

とIHI

原子力発電

次世代発電炉の開発

海外における開発例



原子力発電

次世代発電炉の開発

２．テラパワー（米）

・テラパワー社はマイクロソフト社の創業者ビル・ゲイツ氏が会長
を務める原子力開発ベンチャー企業

・「ナトリウム」はNa冷却高速炉で電気出力34.5万kW

・小型モジュール式高速炉「PRISM」を開発したGE日立・ニュクリア
エナジー（GEH）社とテラパワー社が共同開発

・ワイオミング州に建設することで知事
及び同州を含む西部6州に電力を
供給するパシフィコープ社と合意

・DOEの交付金を受け、十分な
発電機能を持つ実証炉の建設を
目指す



原子力発電

次世代発電炉の開発

３．テレストリアル・エナジー（カナダ）

・小型モジュール式一体型溶融塩炉（IMSR）、電気出力
１９万ｋW

・低濃縮ウランの固体燃料と黒鉛減速材を用いる。モジュー
ル化した炉心を連続で７年使用でき、使い終わったら炉心
ごと交換する

・ IMSRの設計審査第１段階が完了

・ IMSRで使用する低濃縮ウラン

燃料を商業的に確保するため
に米国のウェスチングハウス
（WH）社および英国の国立
原子力研究所（NNL）と協力
契約を締結



世界の原子力の現状と将来

世界の主要原子力プラントメーカと型式
プラントメーカ 代表的型式 輸出先

フラマトム（仏） EPR 中型炉について三菱
と合弁会社設立

フィンランド、中国

三菱重工（日） APWR,次世代PWR

WH（米） AP1000 中国、インド、英国

日立・GE（日、米） ABWR,次世代軽水炉、
ESBWR

東芝（日） ABWR

斗山重工業（韓） APR1400 UAE

中国核工業集団（中） CAP1400､華龍1号、ACR
パキスタン、アルゼンチン、
イラン、エジプト、スーダ
ン、アルバニア、ブラジル

中広各集団（中） ルーマニア、タイ、ケニア

アトムネルブロム（露） VVER1000、FNPP（浮揚型） ウクライナ、インド、中国、
イラン、東欧圏




