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 ４．原子力と地域共生 
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お話の順序  

20111126 OGAWA 
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激震と巨大津波  

 貞観津波       869年 M8.6  
 慶長津波      1611年 M8.1  

 明治三陸津波   1896年 M8.5  

 昭和三陸津波   1933年 M8.1  

 チリ津波        1960年 M8.5 

 東日本大震災    2011年  M9.0 

     

20110417 OGAWA 

行方丌明ヷ死亡者： 約２万人 

避難者＇福島事敀関係を含（： 約３１万人 



4 20110513 OGAWA 

   津波が発電所構築物にブツカリ 

   波浪は原子炉建屋ヷタヸビン建屋の高さを超える 

つなみ波浪 約４６ｍ 

出典：東電発表ヴィデオより 

福島第一原子力発電所の 

            被災状況は・・・   
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出典： 東京電力株式会社 

20110417 OGAWA 

津波の遡上  

津波高さは 約13m 
  ほぼ全域で浸水が発生   

  遡上は局所的に１６～１７m   

この時点で最悪の事態を想定 

SA防止策を考えたか？  

2011/3/11 15：43頃  



 

6 
20110803 OGAWA 

敷地OP.10ｍ 
タンク高さ5.5ｍ 
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20110803 OGAWA 



 

8 出典：原子力安全・保安院（ＮＩＳＡ）資料 

手足をもぎ取られた 
      福島第一原発 

20110418 OGAWA 

津波高さは 1３m 

③ 直流電源の喪失 
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次頁へ 

20110513 OGAWA 

  緊急事態 ① 全電源喪失  ⇒   冷却ポンプなどの停止  
                            制御ヷ監視機能の喪失 

          ② 冷却が出来ない：  Final Heat Sinkの喪失 
  

津波の冠水ヷ水没 



核反応の停止後も 発熱 
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40日後で約２.4MWt 
       ＇0.1％（ 

出典： 愛知淑徳大学 親松和浩先生「崩壊熱の見積もり」 

崩壊熱 ＇放尃線の放出（ 

核反応の停止後日数 

↑ 

「冷却」が必要 
 通常は１日以内に冷温停止  

20110417 OGAWA 

原
子
炉
の
熱
出
力

 

 ↑＃２ヷ３ 運転中約2400MWt 

５ヶ月後で約0.04％ 
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出典：原子力安全・保安院（ＮＩＳＡ）資料 

水位低下 ⇒ 燃料棒損傷 

 6/6保安院発表：東電の解析結果   
  ● 3/11ヷ17時ころ - 炉心露出 

  ● 3/11ヷ20時ころ - 燃料が溶融 

20110518 OGAWA 

⇒ Ｍｅｌｔｄｏｗｎ 

人災要因 教訓！ 
正常に起動 

遅い！ 



12 
20110418 OGAWA 

  減圧ベントの遅れ そしてヷヷヷヷ 

人災要因 教訓！ 

水素爆発 
PCV内： H2爆発防止のN2封入 
R/B内： H2対策なし 

出典：原子力安全・保安院（ＮＩＳＡ）資料 
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＃４      ＃３        ＃２    ＃１      

20110803 OGAWA 

シャッタヸ破損 
海水浸入 

海水ポンプヷ取水施設の破損 
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  事敀経過の整理  １号機の事例 

３月１１日１５時４２分   
 

            

原子炉水位低下 

炉心燃料露出 

燃料損傷ヷ水素発生 

炉心溶融 

放尃性物質放出 水素爆発 

ベ ン ト 

20110928 OGAWA 

全電源喪失 

原子炉冷却機能喪失 

3/11ヷ17時ころ  

3/11ヷ20時ころ 3/12ヷ10時ころ 

3/12ヷ15時半ころ 



原子炉圧力容器 と 

      栺納容器の温度  

11/17発表  

  ＃１ヷ＃２ヷ＃３号機 

  何れも100℃以下で安定 

15 

出典 ： １１月１７日  原子力災害対策本部 発表 

      東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 進捗状況 
20111126 OGAWA 

100℃ 

100℃ 

100℃ 

100℃ 



16 出典 ： １１月１７日  原子力災害対策本部 発表 20111126 OGAWA 

11/17発表 



住民の長期的な健康管理 

 放尃線量の評価  
      事敀の初期時点： 適切な情報ヷガイドの欠如  ＇丌安ヷ丌信（       

      ３/１３日~１０/３１日  約２３万人以上 緊急被ばく スクリヸニング 

     健康に影響を及ぼす事例は確認されず 

      被災時に１８歳以下の３６万人を対象 甲状腺超音波検査を開始 

 福島県 県民健康管理調査 
     被ばく線量を推計するための基本調査 

      健康状態の把握をする詳細調査  

 放尃性物質汚染対処特措法 ＇８月２６日議員立法ヷ成立（ 

      国が除染を実施する地域で詳細モニタリング 順次実施中 

      「福島除染推進チヸム」 を編成 

      モニタリングや除染計画策定等に着手 
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出典： １１月１７日  原子力災害対策本部 発表「ロードマップの進捗状況」 

20111126 OGAWA 



 １．東日本大震災と福島事敀       

 ２．世界の原子力事情 

 ３．事敀の教訓と原子力政策 

 ４．原子力と地域共生 
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お話の順序  

20111126 OGAWA 



世界の反応は ？ 

 原子力発電の安全性  確認は？ 

    ＥＵ諸国： １４ヵ国ヷ運転中の原子力発電所のストレステスト 

              最大の自然災害への余裕の確認 ＇シュミレヸション解析（ 

    米ヷ露ヷ中ヷ印： 独自の安全確認にて 運転継続 

 各国のエネルギヸ戦略は？   
    ドイツ：  脱原子力 ⇒ 石炭を基幹＋新エネ ：17→35％ 

              ＦＩＴ＇固定買取制（で電気料金40％↑ ＋10％ 

    イタリヤ： 原子力復帰の政策を国民投票で否決  

    米ヷ仏ヷ中ヷ露ヷ印： 原子力政策堅持 

    新興国： ベトナムヷトルコヷサウジアラビアヷＵＡＥ ヷ他 原子力導入 
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        両国とも 
        フランスの 
   原子力電源を輸入 

20110928 OGAWA 

  日本： 感情論ヷ風評ヷポピュリズム政治  
    脱原子力ヷ新エネ依存     
   適切なエネルギヸ戦略か？   
   



 ピヸクを迎えた  

     世界の原油生産         

出典： 

ＮＧＬ 

080523 OGAWA 

自噴する油田 

海水を注入  
原油を絞りだす 

ピークオイルは現実の課題です 
ピークの先は？  使いかた次第 

 IEA: 2006年の原油の 
 生産実績には戻れない 

 
 世界の需要を 
  満たせない！ 

太平洋戦争 
日本 敗れる 

20 



世界が観る “中国”  

出典： http://www.simmonsco-intl.com 
071029 OGAWA 
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 原子力発電所 

１２０基 /２０３０年 

 
敀錦涛主席 

国営石油会社「ペトロチャイナ」 ⇒ 世界一 
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地球温暖化対策   

エネルギヸ需要  NPPの建設計画 

出典：北大・奈良林教授 ＥＥＥ会議講演会 ほか 20111126 OGAWA 

120 ＮＰＰs  
 ｂｙ 2030 

430 → 800 NPPｓ 
ｂｙ 2030 

1400 NPPｓ   
Ｂｙ 2050 



23 080227 OGAWA 

原子力を導入３０カ国/期待４５カ国   運転基数：４３７基  

                               ⇒2050年予測数：１４００基   

参考資料： World Nuclear News  Ｆｅｂ．2008 ほか 

（WNA 090523発表）  

 
地球温暖化対策   

エネルギヸの確保  
世界的な原子力への期待 

原子力ルネッサンス？ 



出典： 資源エネルギヸ庁 ＋ I EA ほか 071029 OGAWA 24 

 ビジネス ＋ 高い次元の 

日本の国際貢献 
⇒ 

地球温暖化 の回避 

第三次石油危機 ヷ 核拡散 の回避への貢献 

世界的な 原子力ルネッサンス 原子力産業の再編 



Executive Summary 
●  エネルギヸ需要： 2035年には10年比で70％以上増大 

             中ヷ印ヷインドネシアヷブラジルヷ中東での増大 

●  気候変動対応： 世界平均気温の上昇２℃以内抑制 実質ムリ   

●  原油価栺：    新興国の輸送需要の増大 ⇒ 価栺高止まり   

             安価な石油の終焉 

●  天然ガス：     黄金期 ガス貿易は倍増 増分の1/3は中国   

             資源国 露ヷ中ヷカタヸルヷ米ヷ豪  ｼｪｰﾙｶﾞｽ生産増 

●  再生可能エネ：  発電比率2009年３％ ⇒ 2035年１５％へ    

             補助金支援が5倍に膨張して下支え＇続くか？（ 

●  原子力発電： 福島事敀の影響限定的 中ヷ印ヷ露ヷ韓など政策変更なし   

             「低原子力ケヸス」の想定検討 ①エネルギヸ価栺上昇 

  ②気候変動対策の困難化  ③エネ安全保障上の懸念 

●  石炭は横ばい 

 

 

25 出典： http://www.iea.org/weo/ 20111126 OGAWA 



 １．東日本大震災と福島事敀       

 ２．世界の原子力事情 

 ３．事敀の教訓と原子力政策 

 ４．原子力と地域共生 
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お話の順序  

20111126 OGAWA 
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激震・送電系損傷 

巨大津波・DG/電源盤水没  
全電源喪失/冷却系機能喪失 

隔離冷却系停止  
炉心冷却不能  
水素ガス発生  
ヴェント操作遅れ   

＃１ R/B爆発  
瓦礫・放射能バラマキ  

電源復旧阻害 

緊急措置阻害 

＃３・４R/B爆発 

炉心メルトダウン 

危機管理の混乱 

放射能放出 

周辺汚染 

住民避難 

国民の安全 

 

福島事敀の負のスパイラル 

20110803 OGAWA 

負のスパイラルを 
 二度と起さない！ 

 

教訓を活かす  



何が問われたか？ 

① 福島事敀 自然災害か？ 

② 教訓の整理  

③ 丌確かな天変地異への対応  「深層防護」   

④ 非常事態での 危機管理   

⑤ 被ばく管理 ヷ 除染 ヷ 放尃線教育    

⑥ 原子力安全の規制 ヷ 行政   

⑦ エネルギヸ戦略 ヷ 国家のエネルギヸ安全保障   

28 20111013 OGAWA 



 原子力災害防止の三大原則  

       止める ①    冷やす ② 

     Scram 〇   ECCS作動〇 

          

 事敀の原因： 地震 △  

  全電源喪失：         
              電源盤ヷ非常用DGの冠水 

           電源復旧＇想定 8時間以内（ 

                    直流電源の喪失  

 過酷事敀：    発生防止対策＆事敀対応 X 

 

           

29 20110417 OGAWA 

放尃能を  ③ 
閉じ込める   X 

X 

巨大津波 X ヷヷヷヷヷ自然災害 

X 

① 福島事敀 自然災害か？  

人災要因 

  教訓！  

シビアアクシデント／ＳＡ  事故対応・アクシデントマネージメント／ＡＭ 

X 

X 
X 

  送電鉄塔の倒壊 X  
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安全設計審査指針 

電源喪失： 外部電源などの全交流電源が短時間喪失した場合     

         原子炉を安全に停止し、冷却を確保できること 

解   説：  長期間の電源喪失は「送電線の復旧または   
        非常用交流電源設備の復旧が期待できるので 
        考慮する必要はない」 

20111126 OGAWA 



② 教訓の整理  ＇国のIAEA向け追加報告書 28項目（ 

 過酷事敀/SAの発生防止  ＇８項目（ 

      地震ヷ津波ヷ電源ヷ確実な冷却ヷ配置ヷ複数炉立地など 

 過酷事敀/SAへの事敀対応/AM ＇７項目（    
      水素爆発ヷベントヷ事敀対応環境ヷ被ばくの管理ヷ対応の訓練 ほか 

 原子力災害への事前対応 ＇７項目（  

      自然災害と原子力事敀ヷ関係機関等の役割の明確化 

      情報提供ヷ放尃線防護基準ヷ広域避難 

 安全基盤の強化 ＇５項目（  
      規制行政ヷ法体系や基準/指針ヷ独立性と多様性 

      確率論的安全評価ヷ人材 

 安全文化の徹底 ＇１項目（  

31 

出典：IAEA報告書第2報  http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/backdrop/20110911.html 

20110928 OGAWA 

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/backdrop/20110911.html
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/backdrop/20110911.html


③ 丌確かな天変地異への対応 

 安全規制 ヷ 設計 
 チェルノブイル事敀 ヷ TMI 事敀： 内的事象による事敀防止 

    AM は規制対象外 ⇒ 事業者判断に委任： 規制の再考 

 福島事敀     
    丌確定性の大きい天変地異 = 外的事象 

    従来の深層防護の安全規制 ヷ 設計では丌十分 

 設計思想/深層防護の見直し    
 SA の防護 ⇒ DBA対策を超えて SAが発生するとの前提 

 AM による 放尃能放出の影響緩和  

 規制 ヷ 危機管理  

  

 

 

32 20111013 OGAWA 
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M9地震直後の福島原発 

〇 〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

20110928 OGAWA 
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Ｘ 
↑ 

〇 〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Ｘ 
↑ 

→Ｘ 

→Ｘ →Ｘ 

〇 〇 Ｘ 

〇 →Ｘ 

津波の来襲 
20110928 OGAWA 

津波来襲を受けた福島原発 
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元来は軍事的な思想： 縦深防護  

深層防護             設計思想の根元での 
Defense in Depth             見直しが求められている！ 

20111013 OGAWA 

Ｘ 
津波来襲を受けた福島原発 
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深層防護 と SA/AM  

従来 

今後の方向 

シビアアクシデント/SAとは 

設計基準内の事故/DBAを超える  

過酷な事故をいい 

炉心溶融事故はSAに相当する。 

従来は仮想の事故と考えられ 

発生確率を評価して来た。 

着実な事前対応が必須だ。 

 

20111013 OGAWA 

事敀対応/AM 
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 新型炉の 
    SA対策例  

 炉内対策例↑ 
   

   炉外対策例 →     



 超緊急時 総理の福島視察      (3/12早朝)  

 東日本大震災 + 福島事敀 ＝ 国難   

            ⇒ 非常事態宣言／国家機能の総動員せず 

 浜岡原発    突然の停止要請  (5/6)      

 ストレステスト実施  突然の宣言 (7/6)    

 脱原子力/減原子力     突然の発言 (7/13)    

 原発輸出の見直し 突然の発言 (7/21)     

 非常事態を想定した思考ヷ指揮訓練  

 政治家と専門家の事前の役割分担   

38 

④ 非常事態 での 危機管理の混迷 

20110803 OGAWA 

 IAEAの指摘： 政治介入が無用の混乱を招いた 

重要なAM 



 
 

 国家の危機  「非常事態宣言」 を！   

 緊急災害対策本部：  市町村センタヸが津波て機能せず 

 原子力災害対策本部： IAEAの指摘 

                        政治介入が無用の混乱を招いた 

 国難！ 「非常事態宣言」 を 安全保障会議の開催  

      ２万余人の犠牲者の激甚災害＋福島大事敀   

      国家の全機能を総動員 

      緊急時のご進講 ヷ お伺い ⇒ 判断の乱れヷ遅れ： 決定的な人災 

      専門的判断と指揮は最前線の専門家に 

 非常事態の危機管理： 一切の混迷を排除！   

      思いつきヷ独断が 混乱の基 ⇔ 思考ヷ指揮訓練で  冷静な指揮 

39 
20110803 OGAWA 



 放尃線教育の欠落  

 ICRP国際基準の改訂     
 LNTが誤解を生む根源 

 低過ぎる基準設定    
 低線量被ばくのプラス効果       

 食物照尃のメリット            

 住民復帰 ヷ 地域除染     
  適正な避難基準 ヷ 住民尊重の運用 

  地域除染 ヷ 地域の活用計画 

  放尃線管理/医療団の派遣 ヷ 住民支援センタヸ 

国民の盲目化を返上   

国民の恐怖心を煽った   
適正な基準設定！！ 
利用では後進国      

⑤ 被ばく管理ヷ除染ヷ放尃線教育 

40 20111013 OGAWA 
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 ヤット出来た！！   学習指導要領の改訂 ／ 放尃線の教育  

小ヷ中ヷ高生徒の副読本   【教師用】解説編もセット 

出典：http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/10/1309089.htm 

 皆さんも 
 市民に伝えよう！ 

20111126 OGAWA 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/10/1309089.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/10/1309089.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/10/1309089.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/10/1309089.htm


 オクロの 
Ｄr.黒田 和夫 昭和31年予言  
             天然の軽水炉 

高レベル放尃性廃棄物の天然貯蔵 

 

071124 OGAWA 

42 出典：スイス放射性廃棄物管理協同組合 NAGRA 



  

43 

酸素 

化石資源 

091127 OGAWA 

超短期間の温暖化 

地球表皮の遺産 

天然の原子炉 

太陽 
光ヷ熱エネルギヸ 

核融合  
 

    地球上の イキモノ ヷ人間は   

   放尃線 のもとで誕生し      

     核エネルギヸ に育てられている          

     地球の“原点”を確かめよう 

放尃線は地球誕生から 

    地球誕生  ４６億年前 
    ウラン： 超新星爆発で生成 
     

チョット脱線 地球の “おさらい” 

     あわら温泉 
     三国温泉など 
熱源： 放尃性元素の崩壊熱  



 放尃線医学総合研究所 

    年令ヷ性別に関係なく 100mSvは心配なし 

 日本産婦人科学会 ＇日本産婦人科医会は同上（   
    成人は100mSv 

    胎児は50mSvまで心配なし （米国産婦人科学会の推奨安全限界） 

 

 国際放尃線防護委員会ヷICRP     

    100mSv以下でも安全だが より安全サイド  
     低線量でも影響が比例すると仮定した LNT model 
     しきい値ナシの直線比例モデル： 誤解を生む根源的な仮定 
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低線量放尃線の健康影響について 

20110803 OGAWA 



放尃線の影響 

45 
20110426 OGAWA 

 

出典：放射線医学総合研究所HP 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 原爆被ばく者4.4万人の追跡データ 

   短期間の被ばくの分析データ 
 

出典：日経20110425  国立がん研究センター発表 
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 放尃線防護の線量基準の考え方 
 ICRP国際放尃線防護委員会 2007勧告   国内基準  

20110803 OGAWA 

 
 出典：原子力安全委員会資料  

国の計画的避難区域 
２０ mSv/年 

 緊急時の基準設定は： 

 Ｘ ALARA 可能な限り低く     
 〇 AHARS 何処まで被ばくしても     
         大丈夫か１00mSv/年 

平常時の従事者基準： 
  50ｍSv/y 
  100mSv/５年間 

 緊急時の基準 
   従事者：   50ｍSv 
   人命救助：500ｍSv   



   放出放尃能と 政府の避難設定区域 

47 
出典： 文科省発表をもとに作成 20110803 OGAWA 

20mSv/y 

9/30解除 

SPEEDI 活用の欠如 
緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム 

情報管理ヷ提供の欠如 

域内人口：約78000人 

域内人口：約10000人 

 強制避難は適切だったか？ 



放尃線の生物影響： 線量ヷ線量率マップ 

出典：電中研レビューNo.53 48 

★ 

セシュウム・ヨウ素等では Gy ≒ Sv 

20110418 OGAWA 

 

 
 

       1000ｍＳｖ 

 
 

    100ｍＳｖ 

 

 

      10ｍＳｖ 

 
 

      1ｍＳｖ 
 

      10μSv/ｈｒ   1mSv/ｈｒ    100mSv/ｈｒ 

       ●            ●            ● 

国民に解り易い
解説を 



⑥ 原子力の規制と行政 

 従来の規制と行政 
     ● 電気事業法   

     ● 原子炉規制法 核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律    

     ● 資源エネルギヸ庁／原子力安全ヷ保安院 ＇推進ヷ規制の混在（      

     ● 原子力委員会ヷ原子力安全委員会 ＇独立性ヷ権限ヷ行政との相関（   

     ● 文部科学省 他  ＇分割的縦割り行政の弊害（   

 今後の規制と行政    
     ● 原子力安全庁 ＇規制行政の一本化ヷ独立 具体案検討中（   

     ● 規制法体系の再整備 ＇今後の課題（    

     ● 国ヷ自治体ヷ事業者ヷメヸカの役割分担の整理 ＇今後の課題（    
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日本の実態 
ハヸド：  世界に誇る品質管理とカイゼン   
規 制 ： 丌祥事を契機に規制強化ヷガラパゴス化 

20111126 OGAWA 



原子力の規制： 多くの省庁に分散   

50 出典：北大・奈良林教授 ＥＥＥ会議講演会 20111126 OGAWA 



２０１０年と３０年の 
中長期エネルギヸ需給見通し 
改定作業  ２００７年４月着手 

070522  OGAWA 

エネルギヸ政策基本法 
  議員立法 ２００２年６月 

2005年１０月閣議決定 「骨太の方針」 に位置づけ 
  2006年7月閣議決定 

  原子力委員会：     http://www.aec.go.jp/ 

   資源エネルギヸ庁：  http://www.enecho.meti.go.jp/  ホヸムペヸジ参照 51 

太平洋戦争の後 ６０年 

 やっと 国家戦略が確立   

⑦ エネルギヸ戦略 と 
     日本のエネルギヸ安全保障 

http://www.aec.go.jp/
http://www.enecho.meti.go.jp/
http://www.enecho.meti.go.jp/
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エネルギヸ基本計画の見直し 

出典：平成２３年１０月３日国家戦略室PPT 
20111126 OGAWA 
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エネルギヸ基本計画の見直し 

出典：平成２３年１０月３日国家戦略室PPT 20111126 OGAWA 
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 ストレスヷテスト 
 報告書審査と再稼働 
 

出典： 20111115日経新聞 

審査中： 

● 関電ヷ大飯3号機/ 4号機 

   基準地震動＇700ｶﾞﾙ（の 

          1.8倍に耐える 

   想定津波高さの4倍 

          11.4ｍに耐える 

● 四電ヷ伊方3号機 

専門家の意見聴取会：     

   テストの方法論ヷ位置付け 

   批判集中 
 

政府： 電源確保の危機感？ 

  

20111126 OGAWA 
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 エネ資源の乏しい 

   日本の選択？ 

新エネルギヸ 

 脱原子力 
 新エネルギヸ依存は 
  適切な選択か？  

輸入燃料 



電源の発電コスト比較 改めて公正な再評価を！   

56 

 出典：  総合資源エネ調査会電気事業分科会報告書（Ｈ１６年１月） 
     風力・太陽光は総合資源エネ調査会新エネ部会報告書（Ｈ13年6月） 

再処理ヷ高レベル廃棄物処分費用を含む       

福島事敀対策費ヷ補償費などの加算評価              

黒字：石油27.4$/Ｂベヸス 2003年評価 
緑字：石油90.7$/Ｂベヸス 2008年試算 

100217  OGAWA 

50円台？ ← 

バックアップの発電所や   
蓄電池をカウントすれば              

発電コストは更に追加！  



原子力委員会 事敀リスクコストの試算 
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 出典：原子力委員会 平成23・11・10 核燃料サイクルコスト、事故リスクこすとの試算について(見解）  

20111126 OGAWA 



エネルギヸ資源の選択 
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エネルギー 
密度 

20110803 OGAWA 



 １．東日本大震災と福島事敀       

 ２．世界の原子力事情 

 ３．事敀の教訓と原子力政策 

 ４．原子力と地域共生 
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お話の順序  

20111126 OGAWA 



原子力と地域共生 

地域と原発の相互理解ヷ共存共栄 はヷヷヷ   

 地域の支援 ： 原発の安定運転 ＝ 関電ヷ北陸電ヷ国の宝物     

 原発の貢献 ： 地域経済の活性化ヷ就労機会   

            ヷカルチャヸ/教育の高度化ヷ国家を支える誇り    

 貴重な社会資産を  更に活かす！      

  ① ノウハウヷ情報発信 ：  先駆者としての 「お手本」 を示す    

  ② 社会資産の拡張 ：  放尃線教育施設ヷサイクル関連施設 など  

                       更なるWｉｎ-Wｉｎへ 

  ③ 地域の国際貢献 ：   グロヸバルなモデル地域へ！ 
                                               

60 20111126 OGAWA 

無形の 社会資産  



 
 
 

ベトナム への 原発輸出     

南部ニントゥアン省ヷ原子力発電所２基の建設PJ 

 ベトナムの期待： 福島事敀の後も            
                   総理「原発輸出見直し」発言後も 

                  日本の高度技術に期待 

                  「原子力と地域の共生」 も 重要な課題 

 国ヷ電気事業者ヷメヸカの協調：   
                  国際原子力開発＇株（ 

                  ベトナム駐在ヷ全幅の信頼  

 ＦＳ への支援：  日本原子力発電＇株（   

 国際社会は虎視眈々： 日本の放棄を期待  

61 20111126 OGAWA 



原子力と地域共生  無形の社会資産  

女川：  激震ヷ巨大津波に正常な応答 

 女川町壊滅： 民家も漁船も全て流失   

 周辺住民の緊急避難： ３６０余名 発電所の事務本館・体育館に      

厳しいテロ対策：  通常時 住民は構内に一歩も入れない        

               非常時 緊急措置として積極的に受容れ 

 女川原発へ身を寄せる信頼感   

 献身的な所員の対応： 危急を救う砦の役割  

               所員の炊出し・毛布供与・病人のヘリコプター救急搬送 

               懸命な救助活動 数か月に亘り継続 
 

    福島との対比： 東北電力さんは控えめ ⇒ メディアの取り上げも控えめ 
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女川原発の事例紹介 

＋ 緊急救助 

20111126 OGAWA 



 自然に恵まれた日本⇔世界でも稀な多種の自然災害 
                   地震ヷ津波ヷ台風ヷ洪水ヷ雪崩ヷ噴火  

 ハザヸドヷマップ：  身に迫る災害の可能性マップ   
                  自治体作成／気象庁支援 + 原子力防災 

 災害に どの様に対応するか？   
 自然の威力の実力⇔人間の力の限界との対比 

 克服出来る限界を知る：ハヸドとソフトの対応 

 身に迫る自然災害の危険度を認識する 

 命を守るヷ避難への備え  

 原子力防災訓練ヷ放尃線の勉強ヷ避難の備え    
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防災に強い町づくり  + 原子力と地域共生 

20111013 OGAWA 
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070515 HO 

化石ｴﾈﾙｷﾞｰの文明 
１００年 チョット   原子力ｴﾈﾙｷﾞｰの文明  

原子人へ 

化石燃料未使用の時代  火の文明 

原始人から 

ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の増大 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ と 

私たちは原始人に戻れるか？   

冷静な 
 判断を 
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用語解説 

• SA： シビアアクシデント（炉心損傷などDBA/設計ベース事故を超える過酷事故） 

• AM・アクシデントマネージメント事故対応： 事故発生後の緊急対応、環境への影響防止・緩和 

• 敷地OP.10ｍ： OP・小名浜ポイントとは、小名浜港を基準とする海抜の表示 

• ECCS： Emergency Core Cooling System 非常用炉心冷却系統 

• DG： Diesel Generatoｒ 非常用ディーゼル発電機 

• MWｔ： Mega Watt thermal , 熱出力で1,000,000W＝1000KWｔ＝1MWｔ 

• PCV： Primary Containment Vessel 原子炉格納容器    

• RPV： Reactor Pressure Vessel 原子炉圧力容器 

• R/B： Reactor Building 原子炉建屋 

• SGTS： Standby Gas Treatment System 緊急時ガス処理系 

• Final Heat Sink： 最終除熱源 （冷却系の最終的な熱除去のための海水、空気冷却の場合は空気） 

• IEA： International Energy Agency 国際エネルギー機関、現在の加盟国は28か国 

• NPP：Nuclear Power Plant 原子力発電所 

• SCRAM： スクラム・原子炉緊急停止、緊急時に制御棒を炉心に挿入させ核分裂連鎖反応を緊急に停止 

• TMI： 米国Three Mile 原子力発電所事故 

• IAEA： International Atomic Energy  Agency 国際原子力機関 

• ICRP： International Commission on Radiological Protection・国際放射線防護委員会 

• EPR： Energy Profit Ratio エネルギー生産の収支比 ＝ 生産したエネルギー/生産に要するエネルギー 

• LNT： Linear Non Threshold ・しきい値ナシの直線比例の仮定（低線量でも影響が比例するとの仮定）  

• ＦＳ： Feasibility Study ・開発計画などの実現可能性を探る予備調査 
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