
日本のエネルギーはどの方向へ向かうのか

-資源のない日本のエネルギーのベスト・ミックスは？-
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自己紹介

1944年生まれ、1962年小倉高校卒、1968年九州大学動力機械工学修士

1968年～1999年（31年間）

三菱重工PWRプラントエンジニアとして、米国技術の国産化、改良標準化、

APWR開発、現地駐在、燃料技術部長、プロジェクト部長

1999年～2004年（5年間）

三菱重工取締役神戸造船所長、常務取締役機械事業本部長として原子力以
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三菱重工取締役神戸造船所長、常務取締役機械事業本部長として原子力以

外の火力発電、造船、環境装置、交通など製品事業を経験

2004年～現在（9年～）

原子力学会シニアネット等代表幹事として大学生との対話、大学非常勤講師、

一般市民への講演など理解促進、リスクコミュニケーション活動

2012年～現在(1年～）

北九州産業技術保存継承センター(イノベーションギャラリー）館長

九州工業大学産学連携推進センター客員教授



どの部門が最も大き

く伸びているか？

最近40年間で

・・・国全体のエネルギー消費量は、3.5倍に・・・

・・・国民一人当たりでは、2.7倍に・・・

エネルギー消費はどのように増えて行ったのか？

一人当たり毎日一人当たり毎日一人当たり毎日一人当たり毎日8.2リットルリットルリットルリットル(石油換算）のエネルギーを消費している石油換算）のエネルギーを消費している石油換算）のエネルギーを消費している石油換算）のエネルギーを消費している
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1.2倍

1.0倍

1.4倍



日本の一次エネルギー供給実績
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約半分が石油

約80％が化石燃料

1次エネルギーの約40％が電気として利用。

原子力、水力は電気専用、石炭も大部分電気に。



わが国の発電電力の多様化の推移

1973年度の第一次オイルショックを契機として、原子力、石炭火力、年度の第一次オイルショックを契機として、原子力、石炭火力、年度の第一次オイルショックを契機として、原子力、石炭火力、年度の第一次オイルショックを契機として、原子力、石炭火力、

LNG火力等、電源の多様化を推進、高度経済成長。火力等、電源の多様化を推進、高度経済成長。火力等、電源の多様化を推進、高度経済成長。火力等、電源の多様化を推進、高度経済成長。
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エネルギー白書2012年度版より

2010年度と2011 年度の電源構成を比べると、原子力30.8%⇒10.7%、石炭火力

23.8%⇒ 25.0％ 、LNG火力27.2％⇒ 39.5％ 、石油等火力8.3％⇒14.4％、水力

8.7％⇒ 9.0％であり、原子力の代替は主にLNGと石油であることが分る。



我が国のエネルギー安全保障の脆弱性

１．エネルギー自給率は約5％、原子力を含めても20％弱である。

２．一次エネルギーの約50％を依存している原油の90％は、政治的

に不安定で危険航路を通る中東諸国から輸入。

３．島国であり、欧州のように天然ガスパイプラインや電力網で他

国と繋がってない。更に9電力間の電力融通は50/60サイクル変換容量、

連係ケーブル容量等から制限がある。

４．国土の約70％が山地、平地は人口密度が高い。

太陽光発電は個人住宅や小規模メガソーラー。
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太陽光発電は個人住宅や小規模メガソーラー。

風力発電は東日本、南九州等、山地や島嶼で建設・電線・保守困難。

発電不安定でバックアップの火力発電か蓄電池が必要。経済性は悪い。

５．水力や地熱などの自然エネルギーに恵まれているが、大規模水力は

既に開発し尽くしている。地熱は国立公園内で景観の問題、温泉業者

との利害対立、公害などで開発は障害多い。

６．火力発電や原子力発電は地震、台風、津波などの自然災害の脅威に

曝される。また原子力は強固な岩盤の上に設置、広い敷地が必要等か

ら消費地（砂州）から遠い過疎地に立地せざるを得ない。

世界第3位の経済大国でありながら、エネルギー最貧国である！



世界各国のエネルギー自給率(2008年）
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（出典）ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES, ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (2010 

Edition), IEA/OECD「総合エネルギー統計」

12%

原子力はなぜ準自給エネルギーでしょうか？



中近東からの原油輸送に大きなリスク

戦争

海賊

わが国の原油の約90％は中東から大型タンカーで輸送

中国
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石油備蓄石油備蓄石油備蓄石油備蓄(H24年年年年10月現在）：月現在）：月現在）：月現在）：196日分日分日分日分

国家備蓄国家備蓄国家備蓄国家備蓄106日分＋民間備蓄日分＋民間備蓄日分＋民間備蓄日分＋民間備蓄90日分日分日分日分

Q.白島は？白島は？白島は？白島は？ A.国家備蓄約国家備蓄約国家備蓄約国家備蓄約10日分日分日分日分



化石燃料資源は有限である

このギャップを

どうするのか？
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海水中ウラン

（３mg/t)の

回収が実用化

するとほぼ無

尽蔵



各種電源の発電コスト比較

社会的費用を考慮しても原社会的費用を考慮しても原社会的費用を考慮しても原社会的費用を考慮しても原

子力の経済性は他に比べ遜子力の経済性は他に比べ遜子力の経済性は他に比べ遜子力の経済性は他に比べ遜

色なく、かつ不確実性が少な色なく、かつ不確実性が少な色なく、かつ不確実性が少な色なく、かつ不確実性が少な

い。い。い。い。

（2011年12月コスト等検討委員会）
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原子力発電コストと燃料費の割合

安全対策費用安全対策費用安全対策費用安全対策費用:0.2円円円円

損害賠償、廃炉追加対策：損害賠償、廃炉追加対策：損害賠償、廃炉追加対策：損害賠償、廃炉追加対策：0.3円円円円

（（（（5.8兆円兆円兆円兆円××××確率確率確率確率10-5乗）乗）乗）乗）

立地対策や将来発電技

術開発費など:1.1円

廃炉、再処理、地層処分廃炉、再処理、地層処分廃炉、再処理、地層処分廃炉、再処理、地層処分

の費用も含む。将来の為の費用も含む。将来の為の費用も含む。将来の為の費用も含む。将来の為
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電源別発電コスト構成比（モデル試算）電源別発電コスト構成比（モデル試算）電源別発電コスト構成比（モデル試算）電源別発電コスト構成比（モデル試算）
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％再処理・廃棄物処分等費用再処理・廃棄物処分等費用再処理・廃棄物処分等費用再処理・廃棄物処分等費用0%                   20%                40%                60%                 80%               100% 天然ウラン天然ウラン天然ウラン天然ウラン

水 力石油火力天然ガス石炭火力
原子力原子力原子力原子力

燃料費資本費運転維持費 原子力発電は設備費は高いが、原子力発電は設備費は高いが、原子力発電は設備費は高いが、原子力発電は設備費は高いが、

燃料費はコストの燃料費はコストの燃料費はコストの燃料費はコストの10％以下％以下％以下％以下

火力発電は設備費は安いが燃火力発電は設備費は安いが燃火力発電は設備費は安いが燃火力発電は設備費は安いが燃

料費の割合が大きい。料費の割合が大きい。料費の割合が大きい。料費の割合が大きい。

燃料資源は石油、天然ガスだけ燃料資源は石油、天然ガスだけ燃料資源は石油、天然ガスだけ燃料資源は石油、天然ガスだけ

でなく、ウラン鉱石代も高騰してでなく、ウラン鉱石代も高騰してでなく、ウラン鉱石代も高騰してでなく、ウラン鉱石代も高騰して

いるが、その影響は火力発電よいるが、その影響は火力発電よいるが、その影響は火力発電よいるが、その影響は火力発電よ

り小さい。り小さい。り小さい。り小さい。

の費用も含む。将来の為の費用も含む。将来の為の費用も含む。将来の為の費用も含む。将来の為

に積み立てに積み立てに積み立てに積み立て



原子力原子力原子力原子力をををを太陽光太陽光太陽光太陽光やややや風力風力風力風力でででで代替代替代替代替したしたしたした場合場合場合場合

発電に要する土地面積、設備投資額が原子力に比べ膨大発電に要する土地面積、設備投資額が原子力に比べ膨大発電に要する土地面積、設備投資額が原子力に比べ膨大発電に要する土地面積、設備投資額が原子力に比べ膨大

玄海原子力は玄海原子力は玄海原子力は玄海原子力は4基、基、基、基、

348万万万万kWでででで0.9ｋｍｋｍｋｍｋｍ２２２２

12【【【【出典：資源エネルギー出典：資源エネルギー出典：資源エネルギー出典：資源エネルギー----HPHPHPHP】】】】

太陽光は天候と時間の影響で平均12％程度しか発電できない

風力は風況に左右され平均20％程度しか発電できない

⇒電気を蓄えるか、バックアップの火力発電設備が必要

稼働率が悪く、出力が不安定である

東田地区相当東田地区相当東田地区相当東田地区相当

若松区全面積

に相当

北九州市全面積

の約50％に相当



再生可能エネルギー普及政策の初年度成果

まだコストの高い再生可能エネルギーの普及を社会全体で支え、進める為に原価よまだコストの高い再生可能エネルギーの普及を社会全体で支え、進める為に原価よまだコストの高い再生可能エネルギーの普及を社会全体で支え、進める為に原価よまだコストの高い再生可能エネルギーの普及を社会全体で支え、進める為に原価よ

りかなり高い価格で買い取るのが固定価格買取制度。りかなり高い価格で買い取るのが固定価格買取制度。りかなり高い価格で買い取るのが固定価格買取制度。りかなり高い価格で買い取るのが固定価格買取制度。 （FIT：Feed-in Tarif）

各家庭当たりでは各家庭当たりでは各家庭当たりでは各家庭当たりでは300300300300円円円円////月程度月程度月程度月程度

（（（（25年度は約年度は約年度は約年度は約10%減額）減額）減額）減額）

24242424年度導入は年度導入は年度導入は年度導入は140140140140万㎾万㎾万㎾万㎾
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各家庭当たりでは各家庭当たりでは各家庭当たりでは各家庭当たりでは300300300300円円円円////月程度月程度月程度月程度

だが、全国で約だが、全国で約だが、全国で約だが、全国で約4000400040004000億円億円億円億円

狙い：狙い：狙い：狙い：

（（（（1）国産エネルギーとして、エネルギー自給率をアップ）国産エネルギーとして、エネルギー自給率をアップ）国産エネルギーとして、エネルギー自給率をアップ）国産エネルギーとして、エネルギー自給率をアップ

（（（（2））））CO2の排の排の排の排出が少なく、地球温暖化対策を推進出が少なく、地球温暖化対策を推進出が少なく、地球温暖化対策を推進出が少なく、地球温暖化対策を推進

（（（（3）日本の未来を支える産業を育成）日本の未来を支える産業を育成）日本の未来を支える産業を育成）日本の未来を支える産業を育成

24242424年度導入は年度導入は年度導入は年度導入は140140140140万㎾万㎾万㎾万㎾

((((うち太陽光がうち太陽光がうち太陽光がうち太陽光が133133133133万㎾）万㎾）万㎾）万㎾）

約約約約0.16%自給率アップ自給率アップ自給率アップ自給率アップ

約約約約0.1%CO2削減削減削減削減

24年度の効果年度の効果年度の効果年度の効果

約８割は中国製約８割は中国製約８割は中国製約８割は中国製

日本の現行制度は買取価格の数値や設定時期、系統安定対策など日本の現行制度は買取価格の数値や設定時期、系統安定対策など日本の現行制度は買取価格の数値や設定時期、系統安定対策など日本の現行制度は買取価格の数値や設定時期、系統安定対策など

不備があり、実態を把握して見直しが求められる。不備があり、実態を把握して見直しが求められる。不備があり、実態を把握して見直しが求められる。不備があり、実態を把握して見直しが求められる。



原子力発電と火力発電の違い

蒸気を作る熱源として化石燃

料の燃焼によるか、ウランの

核分裂によるかの違い。
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原子力発電の燃料

ペレット1個で１家庭の

ウランペレット

ウラン235：3～5％

ウラン238：95～97％

燃料集合体燃料集合体燃料集合体燃料集合体
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約半年分の電力を発生

核分裂

ウラン235

中性子
中性子

熱熱熱熱エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

ウラン燃料（ウラ

ン235）１gが完全

に核分裂すると，

石油2,000ℓに相当

する熱エネルギー

を出します。



原子炉圧力容器内部の構造（（（（PWR)PWR)PWR)PWR)

16三菱重工業HPより



原子力発電所の構成（PWR)

格納容器

燃料ピット

タービン建屋
蒸気タービン

発電機

制御建屋
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原子炉容器

蒸気発生器

加圧器

補助建屋



・初期トラブル克服・初期トラブル克服・初期トラブル克服・初期トラブル克服

・信頼性・安全性・稼働率の向上・信頼性・安全性・稼働率の向上・信頼性・安全性・稼働率の向上・信頼性・安全性・稼働率の向上

・被曝低減、定期検査短縮・被曝低減、定期検査短縮・被曝低減、定期検査短縮・被曝低減、定期検査短縮

設備容量

(MW)

・経済性の向上・経済性の向上・経済性の向上・経済性の向上

・安全性、運転保守性の向上・安全性、運転保守性の向上・安全性、運転保守性の向上・安全性、運転保守性の向上

改良技術（ＡＢＷＲ、改良技術（ＡＢＷＲ、改良技術（ＡＢＷＲ、改良技術（ＡＢＷＲ、

ＡＰＷＲ等）採用ＡＰＷＲ等）採用ＡＰＷＲ等）採用ＡＰＷＲ等）採用

通産省改良標準化通産省改良標準化通産省改良標準化通産省改良標準化

50,000

40,000

30,000

軽水炉技術向上の推移と原子力発電設備容量の増加

第2世代

第3世代
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年

・初期トラブル克服・初期トラブル克服・初期トラブル克服・初期トラブル克服

・国産化・国産化・国産化・国産化

0

10,000

20,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

石油危機 ＴＭＩ２事故 チェルノブイリ事故 東電福島第１事故

第1世代

第2世代



【【【【第第第第1111世代世代世代世代】】】】輸入と国産化輸入と国産化輸入と国産化輸入と国産化

� 米国米国米国米国WestighouseWestighouseWestighouseWestighouse社より初号機輸入、社より初号機輸入、社より初号機輸入、社より初号機輸入、2222号機以降技術導入、号機以降技術導入、号機以降技術導入、号機以降技術導入、SW,HWSW,HWSW,HWSW,HW国産化国産化国産化国産化

� 初期トラブル多発：蒸気発生器初期トラブル多発：蒸気発生器初期トラブル多発：蒸気発生器初期トラブル多発：蒸気発生器((((ＳＧＳＧＳＧＳＧ))))，炉内構造物，炉内構造物，炉内構造物，炉内構造物((((ＣＩＣＩＣＩＣＩ))))、燃料等に材料腐、燃料等に材料腐、燃料等に材料腐、燃料等に材料腐

食、減肉、磨耗、流動振動等。原因究明、研究開発、再発防止対策食、減肉、磨耗、流動振動等。原因究明、研究開発、再発防止対策食、減肉、磨耗、流動振動等。原因究明、研究開発、再発防止対策食、減肉、磨耗、流動振動等。原因究明、研究開発、再発防止対策

� 機器の国産化：原子炉容器、ＳＧ、制御棒駆動装置、一次冷却材ポンプ、機器の国産化：原子炉容器、ＳＧ、制御棒駆動装置、一次冷却材ポンプ、機器の国産化：原子炉容器、ＳＧ、制御棒駆動装置、一次冷却材ポンプ、機器の国産化：原子炉容器、ＳＧ、制御棒駆動装置、一次冷却材ポンプ、

ＣＩ、燃料集合体ＣＩ、燃料集合体ＣＩ、燃料集合体ＣＩ、燃料集合体⇒⇒⇒⇒約約約約10101010年かけて玄海年かけて玄海年かけて玄海年かけて玄海2222号機で号機で号機で号機で100100100100％国産化％国産化％国産化％国産化

【【【【第第第第2222世代世代世代世代】】】】建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上

軽水炉改良標準化の歩み（PWRの場合）
以降はPWRを例にお話しますが、BWRの場合もほぼ同様です。

19

【【【【第第第第2222世代世代世代世代】】】】建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上

� ＳＧ、ＣＩ、燃料等主要機器の設計・材料・構造など改良し信ＳＧ、ＣＩ、燃料等主要機器の設計・材料・構造など改良し信ＳＧ、ＣＩ、燃料等主要機器の設計・材料・構造など改良し信ＳＧ、ＣＩ、燃料等主要機器の設計・材料・構造など改良し信頼性向上頼性向上頼性向上頼性向上

⇒⇒⇒⇒第第第第1111世代にも世代にも世代にも世代にもババババックックックックフィフィフィフィットットットット

� 保守性保守性保守性保守性、、、、運転操作性運転操作性運転操作性運転操作性、、、、耐震性耐震性耐震性耐震性、機器、機器、機器、機器品質向上品質向上品質向上品質向上、、、、建建建建設設設設性性性性、、、、被ば被ば被ば被ばくくくく低低低低減減減減

【【【【第第第第3333世代世代世代世代】】】】経済性，信頼性・安全性の更なる向上経済性，信頼性・安全性の更なる向上経済性，信頼性・安全性の更なる向上経済性，信頼性・安全性の更なる向上

� ＳＧ、インコＳＧ、インコＳＧ、インコＳＧ、インコネネネネル合ル合ル合ル合金溶接部金溶接部金溶接部金溶接部などに経年などに経年などに経年などに経年劣劣劣劣化トラブル発生、原因究明、研化トラブル発生、原因究明、研化トラブル発生、原因究明、研化トラブル発生、原因究明、研

究開発、再発防止対策究開発、再発防止対策究開発、再発防止対策究開発、再発防止対策⇒⇒⇒⇒第第第第1111、、、、2222世代にも世代にも世代にも世代にもババババックックックックフィフィフィフィットットットット

� 安全安全安全安全性性性性、経済、経済、経済、経済性性性性、設計合、設計合、設計合、設計合理理理理化、化、化、化、耐震性耐震性耐震性耐震性、、、、運転操作性運転操作性運転操作性運転操作性

【【【【ＡＰＷＲＡＰＷＲＡＰＷＲＡＰＷＲ】】】】日本型軽水炉集大成日本型軽水炉集大成日本型軽水炉集大成日本型軽水炉集大成

� 出出出出力力力力増増増増大、安全大、安全大、安全大、安全性性性性、信、信、信、信頼性頼性頼性頼性、経済、経済、経済、経済性性性性など日本など日本など日本など日本型ＰＷＲ型ＰＷＲ型ＰＷＲ型ＰＷＲ集大成集大成集大成集大成

⇒⇒⇒⇒泊泊泊泊3333号機に号機に号機に号機に反映（反映（反映（反映（H21H21H21H21年年年年12121212月月月月運転運転運転運転開開開開始始始始、、、、最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭原子力）原子力）原子力）原子力） 3-5-6



原子力プラントを支える技術体制

原子力プラントの炉心設計、システム設計、安

全評価解析、機器設備設計製造はメーカーの

技術責任の範囲

運転保守管理は電力会社の

技術責任の範囲

20

ほぼ全ての工学分野の技術

者、技術力を保有

3-5-13

3-5-14



わが国の原子力発電所の計画外停止は世界一少ない

1960年代からの国産化導入の年代からの国産化導入の年代からの国産化導入の年代からの国産化導入の過過過過程での設備信程での設備信程での設備信程での設備信頼性向上頼性向上頼性向上頼性向上のののの努努努努力により、力により、力により、力により、故故故故

障障障障がががが少少少少なく計なく計なく計なく計画外停画外停画外停画外停止が世止が世止が世止が世界界界界一一一一少少少少ない。ない。ない。ない。従っ従っ従っ従って内て内て内て内部事象部事象部事象部事象によるによるによるによる事故事故事故事故発生を発生を発生を発生を

未未未未然に防止し、安全然に防止し、安全然に防止し、安全然に防止し、安全性向上性向上性向上性向上にににに繋繋繋繋がる。がる。がる。がる。⇒⇒⇒⇒日本の技術力、高日本の技術力、高日本の技術力、高日本の技術力、高品質品質品質品質、高信、高信、高信、高信頼性頼性頼性頼性

21

1990年代に年代に年代に年代にわわわわが国の原子力発電が国の原子力発電が国の原子力発電が国の原子力発電所所所所は設備信は設備信は設備信は設備信頼性頼性頼性頼性、電源信、電源信、電源信、電源信頼性共頼性共頼性共頼性共に高く、に高く、に高く、に高く、

耐震性耐震性耐震性耐震性もよりもよりもよりもより強強強強化し、化し、化し、化し、十分十分十分十分な安全な安全な安全な安全性性性性をををを確保確保確保確保しているとしているとしているとしていると自自自自信を信を信を信を持っ持っ持っ持った。た。た。た。

⇒⇒⇒⇒1990年以降、年以降、年以降、年以降、“慢心”“慢心”“慢心”“慢心”してししてししてししてしまっまっまっまった。た。た。た。

3-5-17



1111．．．．津波により全電源喪失津波により全電源喪失津波により全電源喪失津波により全電源喪失し、原子炉冷却、し、原子炉冷却、し、原子炉冷却、し、原子炉冷却、

放射能閉じ込めに失敗放射能閉じ込めに失敗放射能閉じ込めに失敗放射能閉じ込めに失敗 し過酷事故し過酷事故し過酷事故し過酷事故

（低頻度災害の考慮不足、日本の電源信頼性は高（低頻度災害の考慮不足、日本の電源信頼性は高（低頻度災害の考慮不足、日本の電源信頼性は高（低頻度災害の考慮不足、日本の電源信頼性は高

いので長時間の全電源喪失は考えなくても良いとしていので長時間の全電源喪失は考えなくても良いとしていので長時間の全電源喪失は考えなくても良いとしていので長時間の全電源喪失は考えなくても良いとして

いた。）いた。）いた。）いた。）（注：自然循環で炉心冷却する（注：自然循環で炉心冷却する（注：自然循環で炉心冷却する（注：自然循環で炉心冷却するICICICICが作動したが、が作動したが、が作動したが、が作動したが、

直流電源喪失により機能停止した）直流電源喪失により機能停止した）直流電源喪失により機能停止した）直流電源喪失により機能停止した）

２．２．２．２． 過酷事故後対策の不徹底により事故影過酷事故後対策の不徹底により事故影過酷事故後対策の不徹底により事故影過酷事故後対策の不徹底により事故影

東電福島事故の原因と教訓

＜事故＜事故＜事故＜事故の経の経の経の経過＞過＞過＞過＞

地地地地震震震震発生発生発生発生

原子炉原子炉原子炉原子炉核反応停核反応停核反応停核反応停止止止止

非常用非常用非常用非常用炉炉炉炉心心心心冷却冷却冷却冷却作作作作動動動動

大大大大津波津波津波津波発生発生発生発生

22

２．２．２．２． 過酷事故後対策の不徹底により事故影過酷事故後対策の不徹底により事故影過酷事故後対策の不徹底により事故影過酷事故後対策の不徹底により事故影

響拡大響拡大響拡大響拡大

（過酷事故対策は事業者自主判断とし、危機管理対（過酷事故対策は事業者自主判断とし、危機管理対（過酷事故対策は事業者自主判断とし、危機管理対（過酷事故対策は事業者自主判断とし、危機管理対

策の不備により被害が拡大）策の不備により被害が拡大）策の不備により被害が拡大）策の不備により被害が拡大）

３．３．３．３． 規制行政の積年の問題規制行政の積年の問題規制行政の積年の問題規制行政の積年の問題が顕在化が顕在化が顕在化が顕在化

・推進・推進・推進・推進////規制が同居、原子力安全・保安院規制が同居、原子力安全・保安院規制が同居、原子力安全・保安院規制が同居、原子力安全・保安院////原子力安原子力安原子力安原子力安

全委員会の全委員会の全委員会の全委員会の2222重体制重体制重体制重体制

・原子炉安全、放射能安全、食品安全等縦割り行政・原子炉安全、放射能安全、食品安全等縦割り行政・原子炉安全、放射能安全、食品安全等縦割り行政・原子炉安全、放射能安全、食品安全等縦割り行政

・専門性と独立性の欠如・専門性と独立性の欠如・専門性と独立性の欠如・専門性と独立性の欠如

・設計指針の柔軟な改正の怠慢・設計指針の柔軟な改正の怠慢・設計指針の柔軟な改正の怠慢・設計指針の柔軟な改正の怠慢

全電源全電源全電源全電源喪失喪失喪失喪失

非常用非常用非常用非常用炉炉炉炉心心心心冷却冷却冷却冷却停停停停止止止止

炉炉炉炉心溶融心溶融心溶融心溶融

水素水素水素水素発生・発生・発生・発生・漏え漏え漏え漏えいいいい

水素爆水素爆水素爆水素爆発発発発

放射能放出放射能放出放射能放出放射能放出

被害拡被害拡被害拡被害拡大大大大



蒸気

蒸気出口

286℃

給水入口

（冷却材入口）

冷やす

沸騰水型炉（７０気圧、約２８０℃）

炉心

核分裂が止まっても、崩壊熱による発熱を冷却

しなければならない。発熱量は停止直後は約

7％、徐々に少なくなる。

崩壊熱とは核分裂して出来

た不安定な核が安定になる

時に発熱するもの。

しかし非常用電源が止まってしまった為に冷

却に必要なポンプが止まり、冷却出来なく

なってしまった。

燃料の温度が

急上昇

止める

2323

再循環水

出口

燃料

制御棒

制御棒駆動機構

（冷却材入口）

216℃

再循環水

入口

シュラウド

制御棒が地震により

炉心に急速自動挿入

核分裂停止

急上昇

燃料被覆管の材料

であるジルコニウ

ムが水と化学反応

して水素発生

Ｚｒ＋２ＨＺｒ＋２ＨＺｒ＋２ＨＺｒ＋２Ｈ２２２２Ｏ＝ＺｒＯＯ＝ＺｒＯＯ＝ＺｒＯＯ＝ＺｒＯ２２２２＋２Ｈ＋２Ｈ＋２Ｈ＋２Ｈ２２２２

炉心溶融



閉じ込める

圧力上昇、水素爆発や炉

心溶融熱等により、閉じ

込め機能喪失

施設内外へ

放射性物質

放出

第４の壁

第５の壁

原子炉建屋

××××

××××

5重の壁

2424
2013/11/23

緊急避難、農作

物等出荷停止、

飲料水制限など

規制

原子力・放射線への

不安、恐怖、風評被害

第１の壁

燃料ペレット

第２の壁

燃料被覆管

第３の壁

原子炉圧力容器

第４の壁

格納容器

×

×

×

××××



1 2

東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所北陸電力(株)志賀原子力発電所
関西電力(株)美浜発電所関西電力(株)大飯発電所

東北電力(株)東通原子力発電所 北海道電力(株)泊発電所東京電力(株)東通原子力発電所 電源開発(株)大間原子力発電所東北電力(株)女川原子力発電所東北電力(株)浪江･小高原子力発電所東京電力(株)福島第一原子力発電所東京電力(株)福島第二原子力発電所6 7 83 4 51 2

31 2

1 2

1 2

2 3 41 5 6 7

21

2 3 41

31 2

2 3 41

（商業用・2010年3月末現在）
3

3.11東日本大震災に遭遇した原子力発電所は全１4基

内、事故発生は4基

54基運転し、電力の
約30％を供給

25

中国電力(株)上関原子力発電所九州電力(株)玄海原子力発電所 九州電力(株)川内原子力発電所
東京電力(株)福島第二原子力発電所日本原子力発電(株)東海第二発電所中部電力(株)浜岡原子力発電所四国電力(株)伊方発電所出力規模

100万kW以上100万kW未満50万kW未満 着工準備中建設中運転中 基 数 合計出力(万kW)運 転 中 54 4884.7建 設 中 2 275.6着工準備中 12 1,655.2合 計 68 6,815.5
1 2

1 2 3

3 4 5

2 3 41

2 3 41関西電力(株)高浜発電所
3 41 2中国電力(株)島根原子力発電所

1 2 3

21

1 2 3 4

運転終了：日本原子力発電（株）東海発電所1998.3.31／中部電力（株）浜岡原子力発電所1、2号機2009.1.30

6

3

出典：資源エネルギー庁「原子力2010」



×

外

部

電

安全停止した他の10基に学ぶ：福島第一5，6号機

26

×

×

×

×
×

××
×

×
×

×

×
×

× ××
××

×

○

この1台の空冷非常用ディーゼル発電機が5，6号機を救った！

電

源

非

常

用

電

源



福島第二、東北電力女川、日本原電東海2号

○福島第二は整地高さが○福島第二は整地高さが○福島第二は整地高さが○福島第二は整地高さが12m12m12m12mで第一よりで第一よりで第一よりで第一より2m2m2m2m高く、津高く、津高く、津高く、津波波波波高さも第一より低か高さも第一より低か高さも第一より低か高さも第一より低かっっっった為にた為にた為にた為に建屋建屋建屋建屋

内内内内にににに海水海水海水海水がががが侵入侵入侵入侵入しなかしなかしなかしなかっっっった。た。た。た。

27

○○○○女川女川女川女川原原原原発発発発はははは敷敷敷敷地高さが地高さが地高さが地高さが11114.84.84.84.8ｍｍｍｍでででであっあっあっあったために、たために、たために、たために、11113333mmmmの津の津の津の津波波波波にににに耐耐耐耐えた。えた。えた。えた。 869 869 869 869 年の年の年の年の貞観貞観貞観貞観

大津大津大津大津波波波波をををを詳詳詳詳しくしくしくしく調調調調べていた当時東べていた当時東べていた当時東べていた当時東北北北北電力電力電力電力副副副副社長社長社長社長平井弥之助氏平井弥之助氏平井弥之助氏平井弥之助氏（（（（ 1111986 986 986 986 年年年年逝去逝去逝去逝去）は、）は、）は、）は、女川女川女川女川

原原原原発発発発の設計の設計の設計の設計段階段階段階段階で高さはで高さはで高さはで高さは「「「「12121212    メメメメートルでートルでートルでートルで充充充充分分分分」」」」とするとするとするとする多数多数多数多数のののの意見意見意見意見に対して、たに対して、たに対して、たに対して、たっっっったたたた 1111    人で人で人で人で

「「「「11114.8 4.8 4.8 4.8 メメメメートルートルートルートル」」」」を主を主を主を主張張張張しししし続け続け続け続けていたとのていたとのていたとのていたとのここここと。と。と。と。「企「企「企「企業の社会的業の社会的業の社会的業の社会的責任」「企責任」「企責任」「企責任」「企業業業業倫倫倫倫理理理理」」」」をををを追求追求追求追求しししし

つつつつづけづけづけづけたたたた平井氏平井氏平井氏平井氏のののの姿勢姿勢姿勢姿勢にににに敬服敬服敬服敬服する。する。する。する。

○日本原電の東○日本原電の東○日本原電の東○日本原電の東海海海海2222号号号号はははは防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤をををを増増増増設した直設した直設した直設した直後後後後に大に大に大に大震震震震災が災が災が災が襲襲襲襲来し、間一来し、間一来し、間一来し、間一髪助髪助髪助髪助かかかかっっっった。た。た。た。



東電福島第1原発事故を知る1冊の本

事故調査報告書は、政府事故調、国会事

故調、民間事故調、東電事故調、大前研一

事故調など様々出ているが、現在のところ、

この1冊が最も良く事故のことを知ることが

できる。
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「第6章福島事故の教訓をどう生かすか」より

畑村委員畑村委員畑村委員畑村委員長の長の長の長の所感所感所感所感

①①①①ありありありあり得得得得るるるるこここことはとはとはとは起こ起こ起こ起こる。ありる。ありる。ありる。あり得得得得ないとないとないとないと思思思思ううううここここともともともとも起こ起こ起こ起こる。る。る。る。

②②②②見たくないものは見見たくないものは見見たくないものは見見たくないものは見ええええない。見たいものが見ない。見たいものが見ない。見たいものが見ない。見たいものが見ええええる。る。る。る。

③可能③可能③可能③可能なななな限限限限りのりのりのりの想想想想定と定と定と定と十分十分十分十分なななな準準準準備をする。備をする。備をする。備をする。

④形④形④形④形をををを作っ作っ作っ作っただけでは機ただけでは機ただけでは機ただけでは機能能能能しない。しない。しない。しない。仕組み仕組み仕組み仕組みはははは作作作作れるが、れるが、れるが、れるが、目的目的目的目的はははは共有共有共有共有されない。されない。されない。されない。

⑤⑤⑤⑤全ては全ては全ては全ては変わ変わ変わ変わるのであり、るのであり、るのであり、るのであり、変変変変化に化に化に化に柔軟柔軟柔軟柔軟に対に対に対に対応応応応する。する。する。する。

⑥危険⑥危険⑥危険⑥危険のののの存在存在存在存在をををを認認認認め、め、め、め、危険危険危険危険にににに正正正正対して対して対して対して議論議論議論議論できるできるできるできる文文文文化を化を化を化を作作作作る。る。る。る。

⑦自分⑦自分⑦自分⑦自分のののの目目目目でででで自分自分自分自分のののの頭頭頭頭でででで考え考え考え考え、、、、判断判断判断判断・行動する・行動する・行動する・行動するこここことがとがとがとが重重重重要である要である要である要であるこここことをとをとをとを認識認識認識認識し、し、し、し、

29

国民一人ひとりが考えなければならないこと：国民一人ひとりが考えなければならないこと：国民一人ひとりが考えなければならないこと：国民一人ひとりが考えなければならないこと：

「原子力に限らず危険なものを危険なものとして議論できる「原子力に限らず危険なものを危険なものとして議論できる「原子力に限らず危険なものを危険なものとして議論できる「原子力に限らず危険なものを危険なものとして議論できる

文化の醸成が必要である。そのような議論を通じて、利便と文化の醸成が必要である。そのような議論を通じて、利便と文化の醸成が必要である。そのような議論を通じて、利便と文化の醸成が必要である。そのような議論を通じて、利便と

負担の新しいバランス点を見つけ出さなければならない。そ負担の新しいバランス点を見つけ出さなければならない。そ負担の新しいバランス点を見つけ出さなければならない。そ負担の新しいバランス点を見つけ出さなければならない。そ

の際大事なのは、人任せにしないことである。国民一人ひとの際大事なのは、人任せにしないことである。国民一人ひとの際大事なのは、人任せにしないことである。国民一人ひとの際大事なのは、人任せにしないことである。国民一人ひと

りが自分の問題としてその為の判断を行うことが求められてりが自分の問題としてその為の判断を行うことが求められてりが自分の問題としてその為の判断を行うことが求められてりが自分の問題としてその為の判断を行うことが求められて

いる。」いる。」いる。」いる。」

⑦自分⑦自分⑦自分⑦自分のののの目目目目でででで自分自分自分自分のののの頭頭頭頭でででで考え考え考え考え、、、、判断判断判断判断・行動する・行動する・行動する・行動するこここことがとがとがとが重重重重要である要である要である要であるこここことをとをとをとを認識認識認識認識し、し、し、し、

そのようなそのようなそのようなそのような能能能能力を力を力を力を涵養涵養涵養涵養するするするするこここことがとがとがとが重重重重要である。要である。要である。要である。



１．１．１．１．津波対策強化津波対策強化津波対策強化津波対策強化：より高い基準水位、防潮堤、防潮扉、水密扉。：より高い基準水位、防潮堤、防潮扉、水密扉。：より高い基準水位、防潮堤、防潮扉、水密扉。：より高い基準水位、防潮堤、防潮扉、水密扉。

２．２．２．２．電源及び冷却源確保の強化電源及び冷却源確保の強化電源及び冷却源確保の強化電源及び冷却源確保の強化

（外部電源）１回線（外部電源）１回線（外部電源）１回線（外部電源）１回線⇒⇒⇒⇒複数回線化複数回線化複数回線化複数回線化

（非常用電源）ディーゼル発電機（２基）（非常用電源）ディーゼル発電機（２基）（非常用電源）ディーゼル発電機（２基）（非常用電源）ディーゼル発電機（２基）⇒⇒⇒⇒プラス代替電源（電源車、プラス代替電源（電源車、プラス代替電源（電源車、プラス代替電源（電源車、

蓄電池など）を高所に配備、蓄電池など）を高所に配備、蓄電池など）を高所に配備、蓄電池など）を高所に配備、直流電源バックアップも必須直流電源バックアップも必須直流電源バックアップも必須直流電源バックアップも必須

（冷却源）海水冷却（冷却源）海水冷却（冷却源）海水冷却（冷却源）海水冷却⇒⇒⇒⇒プラス代替冷却手段（淡水注入など）プラス代替冷却手段（淡水注入など）プラス代替冷却手段（淡水注入など）プラス代替冷却手段（淡水注入など）

３．３．３．３．深層防護を３層から５層へ深層防護を３層から５層へ深層防護を３層から５層へ深層防護を３層から５層へ

新安全基準の基本方針（これから）
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３．３．３．３．深層防護を３層から５層へ深層防護を３層から５層へ深層防護を３層から５層へ深層防護を３層から５層へ

（従来）①異常の発生の防止、②拡大及び事故への発展の防止（止（従来）①異常の発生の防止、②拡大及び事故への発展の防止（止（従来）①異常の発生の防止、②拡大及び事故への発展の防止（止（従来）①異常の発生の防止、②拡大及び事故への発展の防止（止

める、冷やす）、③周辺への放射性物質の放出防止（閉じ込める）める、冷やす）、③周辺への放射性物質の放出防止（閉じ込める）める、冷やす）、③周辺への放射性物質の放出防止（閉じ込める）める、冷やす）、③周辺への放射性物質の放出防止（閉じ込める）

（追加）④過酷事故を想定し収束と緩和、⑤発電所内外危機対応（追加）④過酷事故を想定し収束と緩和、⑤発電所内外危機対応（追加）④過酷事故を想定し収束と緩和、⑤発電所内外危機対応（追加）④過酷事故を想定し収束と緩和、⑤発電所内外危機対応

４．４．４．４．航空機落下事故、テロ攻撃を想定航空機落下事故、テロ攻撃を想定航空機落下事故、テロ攻撃を想定航空機落下事故、テロ攻撃を想定し安全に原子炉を停止、冷却，し安全に原子炉を停止、冷却，し安全に原子炉を停止、冷却，し安全に原子炉を停止、冷却，

閉じ込め操作が出来る遠隔安全施設閉じ込め操作が出来る遠隔安全施設閉じ込め操作が出来る遠隔安全施設閉じ込め操作が出来る遠隔安全施設

過酷事故の発生を防止過酷事故の発生を防止過酷事故の発生を防止過酷事故の発生を防止

（（（（堅牢堅牢堅牢堅牢な機な機な機な機器器器器設備と設備と設備と設備と厳厳厳厳重な重な重な重な検査検査検査検査・保・保・保・保守守守守））））

人と環境を守る人と環境を守る人と環境を守る人と環境を守る

（（（（影響影響影響影響拡大拡大拡大拡大防防防防止の設備と止の設備と止の設備と止の設備と訓練訓練訓練訓練の備え）の備え）の備え）の備え）



１ ２ ３ ４ ５ ６ ７１ ２１ ２１ ３ １ ３２１ ２ ３１
２

50基中２基が運転中（平成基中２基が運転中（平成基中２基が運転中（平成基中２基が運転中（平成25年年年年8月現在月現在月現在月現在

東北電力（株）女川原子力発電所東北電力（株）女川原子力発電所東北電力（株）女川原子力発電所東北電力（株）女川原子力発電所
東京電力（株）福島第一原子力発電所東京電力（株）福島第一原子力発電所東京電力（株）福島第一原子力発電所東京電力（株）福島第一原子力発電所

北海道電力（株）泊原子力発電所北海道電力（株）泊原子力発電所北海道電力（株）泊原子力発電所北海道電力（株）泊原子力発電所東北電力（株）東通原子力発電所東北電力（株）東通原子力発電所東北電力（株）東通原子力発電所東北電力（株）東通原子力発電所東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所北陸電力（株）志賀原子力発電所北陸電力（株）志賀原子力発電所北陸電力（株）志賀原子力発電所北陸電力（株）志賀原子力発電所日本原子力発電（株）敦賀発電所日本原子力発電（株）敦賀発電所日本原子力発電（株）敦賀発電所日本原子力発電（株）敦賀発電所関西電力（株）美浜発電所関西電力（株）美浜発電所関西電力（株）美浜発電所関西電力（株）美浜発電所関西電力（株）大飯発電所関西電力（株）大飯発電所関西電力（株）大飯発電所関西電力（株）大飯発電所

基 数 合計出力(万kW)運 転 中 50 4884.7建 設 中 2 275.6着工準備中 12 1,655.2合 計 68 6,815.5
原子力発電所の運転状況
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１ ２ ３１ ２ ３ ４４１ ２
１ ２ ３ ４ １ １３ ２ ３４ ５

１ ２ ３ ４５ ６

出力規模出力規模出力規模出力規模５０万ｋW未満 １００万ｋW未満 １００万ｋW以上 運転中の原子力発電所運転中の原子力発電所運転中の原子力発電所運転中の原子力発電所停止中の原子力発電所停止中の原子力発電所停止中の原子力発電所停止中の原子力発電所
２

東京電力（株）福島第一原子力発電所東京電力（株）福島第一原子力発電所東京電力（株）福島第一原子力発電所東京電力（株）福島第一原子力発電所東京電力（株）福島第二原子力発電所東京電力（株）福島第二原子力発電所東京電力（株）福島第二原子力発電所東京電力（株）福島第二原子力発電所日本原子力発電（株）東海第二原子力発電所日本原子力発電（株）東海第二原子力発電所日本原子力発電（株）東海第二原子力発電所日本原子力発電（株）東海第二原子力発電所中部電力（株）浜岡原子力発電所中部電力（株）浜岡原子力発電所中部電力（株）浜岡原子力発電所中部電力（株）浜岡原子力発電所四国電力（株）伊方発電所四国電力（株）伊方発電所四国電力（株）伊方発電所四国電力（株）伊方発電所

関西電力（株）大飯発電所関西電力（株）大飯発電所関西電力（株）大飯発電所関西電力（株）大飯発電所関西電力（株）高浜発電所関西電力（株）高浜発電所関西電力（株）高浜発電所関西電力（株）高浜発電所中国電力（株）島根原子力発電所中国電力（株）島根原子力発電所中国電力（株）島根原子力発電所中国電力（株）島根原子力発電所
九州電力（株）玄海原子力発電九州電力（株）玄海原子力発電九州電力（株）玄海原子力発電九州電力（株）玄海原子力発電所所所所 九州電力（株）九州電力（株）九州電力（株）九州電力（株）川内原子力発電所川内原子力発電所川内原子力発電所川内原子力発電所



東京電力の「原子力安全改革プラン」

『『『『原子力安全改原子力安全改原子力安全改原子力安全改革革革革プランプランプランプラン』』』』（（（（平成平成平成平成25252525年年年年3333月月月月22229999日日日日公表公表公表公表））））

「「「「対策対策対策対策１」１」１」１」経経経経営層営層営層営層からの改からの改からの改からの改革革革革

反省＜福島事故の根本原因分析＞反省＜福島事故の根本原因分析＞反省＜福島事故の根本原因分析＞反省＜福島事故の根本原因分析＞

①過酷事故が発生する可能性は小さく更に安全性を高める必要性は低いと考え、①過酷事故が発生する可能性は小さく更に安全性を高める必要性は低いと考え、①過酷事故が発生する可能性は小さく更に安全性を高める必要性は低いと考え、①過酷事故が発生する可能性は小さく更に安全性を高める必要性は低いと考え、

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの対策は十分と過信。また対策は十分と過信。また対策は十分と過信。また対策は十分と過信。また過酷事故対策の過酷事故対策の過酷事故対策の過酷事故対策の必要必要必要必要性を性を性を性を認認認認めると原子力めると原子力めると原子力めると原子力発発発発電電電電

所所所所が安全でが安全でが安全でが安全でああああるるるるこここことをとをとをとを説明説明説明説明するするするするこここことがとがとがとが困難困難困難困難になると考えになると考えになると考えになると考え、、、、規制事規制事規制事規制事項項項項とするとするとするとするこここことにとにとにとに強強強強くくくく反反反反対。対。対。対。

②②②②想想想想定を定を定を定を上回上回上回上回る津る津る津る津波波波波が来る可能性は低いと判断し、が来る可能性は低いと判断し、が来る可能性は低いと判断し、が来る可能性は低いと判断し、深深深深層層層層防護防護防護防護の備えを行の備えを行の備えを行の備えを行わわわわなかなかなかなかっっっった。た。た。た。

③③③③過酷事故過酷事故過酷事故過酷事故や複数号や複数号や複数号や複数号機の同時被災が機の同時被災が機の同時被災が機の同時被災が起こ起こ起こ起こると考えると考えると考えると考えずずずず、事故対、事故対、事故対、事故対応応応応の備えが不の備えが不の備えが不の備えが不十十十十分分分分 。。。。
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「「「「対策対策対策対策１」１」１」１」経経経経営層営層営層営層からの改からの改からの改からの改革革革革

「「「「対策対策対策対策２」２」２」２」経経経経営層へ営層へ営層へ営層へのののの監視監視監視監視・・・・支援強支援強支援強支援強化化化化：：：：「原子力安全監視室」を設置（室長

ジョン・クロフツ 元イギリス原子力公社安全・保障担当役員）

「「「「対策対策対策対策３」深層３」深層３」深層３」深層防防防防護護護護のののの強強強強化化化化：：：：費用対効果の高い安全性向上対策強化の仕

組み構築

「「「「対策対策対策対策４」リ４」リ４」リ４」リスクコスクコスクコスクコミュニケーミュニケーミュニケーミュニケーションションションション活活活活動の動の動の動の充充充充実実実実：：：：「リスクコミュニケーター」を

設置、5月末現在20名選任

「「「「対策対策対策対策５」５」５」５」発電発電発電発電所及び所及び所及び所及び本本本本店店店店のののの緊急緊急緊急緊急時時時時組織組織組織組織の改の改の改の改編編編編：：：：米国緊急時組織で採用さ

れている方式に準じ、発電所及び本店の原子力防災緊急時組織を改編

「「「「対策対策対策対策６」６」６」６」平平平平常常常常時の発電時の発電時の発電時の発電所組織所組織所組織所組織の見直しと直の見直しと直の見直しと直の見直しと直営営営営技術力技術力技術力技術力強強強強化化化化



自然放射線と低線量被ばく

宇宙から ０．４mSv

空気中から １．２mSv

食べ物から ０．３mSv

大地から ０．５mSv

合合合合 計計計計 ２２２２．．．．４４４４mSv/年年年年

■■■■放射放射放射放射線線線線は自然は自然は自然は自然界界界界にににに満ち満ち満ち満ちているているているている

■ブラジ■ブラジ■ブラジ■ブラジルルルルやイランやイランやイランやイランななななどどどどではではではでは岩岩岩岩

石石石石やややや地地地地質質質質ななななどどどどのののの影響影響影響影響でででで11110000ミミミミリリリリ

シシシシーーーーベベベベルトルトルトルト以上浴び以上浴び以上浴び以上浴びている。ている。ている。ている。
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■■■■人間の体人間の体人間の体人間の体内内内内にも放射能がにも放射能がにも放射能がにも放射能がああああるるるる

土壌土壌土壌土壌中の中の中の中のカカカカリリリリウムや炭素ウムや炭素ウムや炭素ウムや炭素ななななどどどどのののの極微量極微量極微量極微量の放射性同の放射性同の放射性同の放射性同位位位位

元素元素元素元素がががが野菜野菜野菜野菜、、、、穀物穀物穀物穀物、、、、魚魚魚魚、、、、肉肉肉肉ななななどどどどに含まに含まに含まに含まれれれれ、体、体、体、体内内内内に取りに取りに取りに取り

込込込込ままままれれれれ一人一人一人一人平均平均平均平均約約約約7,0007,0007,0007,000ベクレベクレベクレベクレルの放射能ルの放射能ルの放射能ルの放射能が体が体が体が体内内内内に。に。に。に。

■■■■放射放射放射放射線線線線被被被被ばばばばくの人体くの人体くの人体くの人体影響影響影響影響はははは111100000000ｍｍｍｍSvSvSvSv以下以下以下以下では他と区では他と区では他と区では他と区別別別別がつかない。がつかない。がつかない。がつかない。

� 広広広広島、長島、長島、長島、長崎崎崎崎の原の原の原の原爆爆爆爆被被被被爆爆爆爆者者者者やチェやチェやチェやチェルルルルノブイノブイノブイノブイリ事故被リ事故被リ事故被リ事故被ばばばばく者のく者のく者のく者の追跡結追跡結追跡結追跡結果か果か果か果からららら、、、、

““““年間年間年間年間111100000000mmmmSvSvSvSv以下以下以下以下の放射の放射の放射の放射線線線線被被被被ばばばばくではくではくではくでは健康健康健康健康被害の被害の被害の被害の報告報告報告報告はははは無無無無いいいい””””、、、、

““““111100000000ｍｍｍｍSvSvSvSvの被の被の被の被ばばばばくでくでくでくで癌癌癌癌にににに罹罹罹罹る確率はる確率はる確率はる確率は野菜摂野菜摂野菜摂野菜摂取不足取不足取不足取不足や塩や塩や塩や塩分の取り過分の取り過分の取り過分の取り過ぎぎぎぎと同等と同等と同等と同等””””

““““（被（被（被（被ばばばばくくくく線量線量線量線量にににに関係関係関係関係なく）なく）なく）なく）遺伝遺伝遺伝遺伝的的的的影響影響影響影響はははは無無無無いいいい””””。。。。



核燃料核燃料核燃料核燃料サイクルのサイクルのサイクルのサイクルの3333つのつのつのつの問題問題問題問題

� 「核「核「核「核燃料燃料燃料燃料ササササイクルイクルイクルイクル」」」」とは、原子力発電とは、原子力発電とは、原子力発電とは、原子力発電所所所所のののの使用使用使用使用済燃料を再済燃料を再済燃料を再済燃料を再処理処理処理処理するするするするこここことにとにとにとに

より取りより取りより取りより取り出出出出 したウランとプルトしたウランとプルトしたウランとプルトしたウランとプルトニニニニウウウウムムムムを再を再を再を再利用利用利用利用するするするするここここと。と。と。と。

� ウラン資源のウラン資源のウラン資源のウラン資源の有効活用有効活用有効活用有効活用、国産、国産、国産、国産エネエネエネエネルルルルギー確保ギー確保ギー確保ギー確保にににに貢献貢献貢献貢献。。。。

� 放射性廃棄放射性廃棄放射性廃棄放射性廃棄物の物の物の物の量量量量とととと毒性毒性毒性毒性を減を減を減を減少少少少。。。。

ウラン鉱山ウラン鉱山ウラン鉱山ウラン鉱山 燃料製造燃料製造燃料製造燃料製造 ウラン燃料ウラン燃料ウラン燃料ウラン燃料天然ウラン天然ウラン天然ウラン天然ウラン鉱石鉱石鉱石鉱石 （福井県敦賀市原型炉もんじゅ）（福井県敦賀市原型炉もんじゅ）（福井県敦賀市原型炉もんじゅ）（福井県敦賀市原型炉もんじゅ）
②②②②FBR原型炉原型炉原型炉原型炉

もんじゅの試験もんじゅの試験もんじゅの試験もんじゅの試験

トラブル多発トラブル多発トラブル多発トラブル多発
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再処理工場再処理工場再処理工場再処理工場（青森県六ヶ所（青森県六ヶ所（青森県六ヶ所（青森県六ヶ所村）村）村）村）
ＭＯＸ燃料工場ＭＯＸ燃料工場ＭＯＸ燃料工場ＭＯＸ燃料工場中間貯蔵施設中間貯蔵施設中間貯蔵施設中間貯蔵施設（青森県むつ市）（青森県むつ市）（青森県むつ市）（青森県むつ市）

ＭＯＸ燃料ＭＯＸ燃料ＭＯＸ燃料ＭＯＸ燃料原子力発電所原子力発電所原子力発電所原子力発電所（軽水炉）（軽水炉）（軽水炉）（軽水炉）（全国（全国（全国（全国55基）基）基）基）使用済燃料使用済燃料使用済燃料使用済燃料
高高高高速速速速増増増増殖殖殖殖炉炉炉炉使使使使用用用用済済済済燃燃燃燃料料料料

原子力発電所原子力発電所原子力発電所原子力発電所（高速増殖炉）（高速増殖炉）（高速増殖炉）（高速増殖炉）

高速増殖炉用高速増殖炉用高速増殖炉用高速増殖炉用再処理工場再処理工場再処理工場再処理工場（研究開発中）（研究開発中）（研究開発中）（研究開発中）

ウラン・プルトニウウラン・プルトニウウラン・プルトニウウラン・プルトニウム混合燃料ム混合燃料ム混合燃料ム混合燃料
ウラン・ウラン・ウラン・ウラン・プルトニウムプルトニウムプルトニウムプルトニウム ウラン・ウラン・ウラン・ウラン・プルトニウムプルトニウムプルトニウムプルトニウム

高速増殖炉用高速増殖炉用高速増殖炉用高速増殖炉用燃料工場燃料工場燃料工場燃料工場（研究開発中）（研究開発中）（研究開発中）（研究開発中）
プルサーマルプルサーマルプルサーマルプルサーマル

ウラン鉱山ウラン鉱山ウラン鉱山ウラン鉱山 燃料製造燃料製造燃料製造燃料製造工程工程工程工程（濃縮等）（濃縮等）（濃縮等）（濃縮等）

高レベル放射性廃棄高レベル放射性廃棄高レベル放射性廃棄高レベル放射性廃棄物最終処分施設物最終処分施設物最終処分施設物最終処分施設

軽水炉軽水炉軽水炉軽水炉

サイクサイクサイクサイク

ルルルル

［現在］［現在］［現在］［現在］

高速増殖高速増殖高速増殖高速増殖

炉炉炉炉

サイクルサイクルサイクルサイクル

［将来］［将来］［将来］［将来］

（佐賀県玄海町等で実施（佐賀県玄海町等で実施（佐賀県玄海町等で実施（佐賀県玄海町等で実施）
（青森県六ケ所村）（青森県六ケ所村）（青森県六ケ所村）（青森県六ケ所村）

MOX：Ｍｉｘｅｄ：Ｍｉｘｅｄ：Ｍｉｘｅｄ：ＭｉｘｅｄOxide,

混合酸化物混合酸化物混合酸化物混合酸化物

トラブル多発トラブル多発トラブル多発トラブル多発

①ガラ①ガラ①ガラ①ガラス固化設ス固化設ス固化設ス固化設

備のト備のト備のト備のトラブラブラブラブルルルル

③③③③立地未定立地未定立地未定立地未定



六ヶ所再処理施設の工程六ヶ所再処理施設の工程 プルトニウムをウランとプルトニウムをウランとプルトニウムをウランとプルトニウムをウランと

混合混合混合混合⇒⇒⇒⇒核不拡散性核不拡散性核不拡散性核不拡散性
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【【【【出典：出典：出典：出典：((((財財財財))))日本原子力文化振興財団日本原子力文化振興財団日本原子力文化振興財団日本原子力文化振興財団 「原子量・エネルギー図面集「原子量・エネルギー図面集「原子量・エネルギー図面集「原子量・エネルギー図面集2005200520052005----2006200620062006」」」」】】】】

ガラス溶融炉がトラブル、25年10月までには解決し操業開始の見込み



人間による監視

処分（永久隔離）

宇宙空間宇宙空間宇宙空間宇宙空間
極地の氷床極地の氷床極地の氷床極地の氷床

長期管理貯蔵長期管理貯蔵長期管理貯蔵長期管理貯蔵

少なくとも数万年以上という長い期間を考慮した対策が必要少なくとも数万年以上という長い期間を考慮した対策が必要少なくとも数万年以上という長い期間を考慮した対策が必要少なくとも数万年以上という長い期間を考慮した対策が必要

高レベル廃棄物の処分方法
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分離変換技術分離変換技術分離変換技術分離変換技術によりによりによりにより

数百年数百年数百年数百年のののの可能性可能性可能性可能性

技術的安全性・経済性が課題技術的安全性・経済性が課題技術的安全性・経済性が課題技術的安全性・経済性が課題

海洋底下海洋底下海洋底下海洋底下

地層中地層中地層中地層中

長期管理貯蔵長期管理貯蔵長期管理貯蔵長期管理貯蔵

有用金属を分離し、原子有用金属を分離し、原子有用金属を分離し、原子有用金属を分離し、原子

炉や加速器で核変換さ炉や加速器で核変換さ炉や加速器で核変換さ炉や加速器で核変換さ

せて消滅処理せて消滅処理せて消滅処理せて消滅処理

超長期には困難超長期には困難超長期には困難超長期には困難

研究開発に数十年研究開発に数十年研究開発に数十年研究開発に数十年

全量消滅は困難全量消滅は困難全量消滅は困難全量消滅は困難

ロンドン条約により禁止ロンドン条約により禁止ロンドン条約により禁止ロンドン条約により禁止

氷床特性の解明が不十分氷床特性の解明が不十分氷床特性の解明が不十分氷床特性の解明が不十分

ロンドン条約により禁止ロンドン条約により禁止ロンドン条約により禁止ロンドン条約により禁止

他の方法に比べて最も問題点他の方法に比べて最も問題点他の方法に比べて最も問題点他の方法に比べて最も問題点

が少なく実現可能性が高いが少なく実現可能性が高いが少なく実現可能性が高いが少なく実現可能性が高い



地層処分場地層処分場地層処分場地層処分場のののの概念概念概念概念

直径直径直径直径43cm、高さ、高さ、高さ、高さ134cm、重量約、重量約、重量約、重量約500kg⇒⇒⇒⇒2020年に約年に約年に約年に約4万本万本万本万本

高レベル廃棄物をガラスと共に溶融しガラス固化体とし、まず約高レベル廃棄物をガラスと共に溶融しガラス固化体とし、まず約高レベル廃棄物をガラスと共に溶融しガラス固化体とし、まず約高レベル廃棄物をガラスと共に溶融しガラス固化体とし、まず約50年地上保管冷却後、年地上保管冷却後、年地上保管冷却後、年地上保管冷却後、

オーバーパック、緩衝材（人工バリア）で覆い、地下に半永久貯蔵オーバーパック、緩衝材（人工バリア）で覆い、地下に半永久貯蔵オーバーパック、緩衝材（人工バリア）で覆い、地下に半永久貯蔵オーバーパック、緩衝材（人工バリア）で覆い、地下に半永久貯蔵
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約約約約40年間分の高年間分の高年間分の高年間分の高レベレベレベレベル廃ル廃ル廃ル廃棄物棄物棄物棄物をををを貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵するにするにするにするに必要必要必要必要なななな

敷敷敷敷地規地規地規地規模模模模（（（（地下：約3km×約２ｋｍ）

欧欧欧欧州各国では当初州各国では当初州各国では当初州各国では当初激激激激しいしいしいしい反反反反対対対対運運運運動が動が動が動が起起起起き、そのき、そのき、そのき、その反省反省反省反省からからからから市民市民市民市民との対話を積との対話を積との対話を積との対話を積

み重ねみ重ねみ重ねみ重ねて、て、て、て、自分達自分達自分達自分達のののの問題問題問題問題であるとであるとであるとであると認識認識認識認識してしてしてして立立立立地が進地が進地が進地が進んんんんだ。だ。だ。だ。わわわわが国もが国もが国もが国もここここれにれにれにれに

学学学学ぶ必ぶ必ぶ必ぶ必要がある。要がある。要がある。要がある。



ＱＱＱＱ ＆＆＆＆ ＡＡＡＡ

１．ドイツの脱原発政策と再生可能エネルギー政策の実態は？１．ドイツの脱原発政策と再生可能エネルギー政策の実態は？１．ドイツの脱原発政策と再生可能エネルギー政策の実態は？１．ドイツの脱原発政策と再生可能エネルギー政策の実態は？

２．米国のシェールガス革命は日本の２．米国のシェールガス革命は日本の２．米国のシェールガス革命は日本の２．米国のシェールガス革命は日本の救世主救世主救世主救世主か？か？か？か？

３．３．３．３．メタメタメタメタンンンンハハハハイドイドイドイドレレレレードは実用化できるのか？ードは実用化できるのか？ードは実用化できるのか？ードは実用化できるのか？

４．４．４．４．ＰＷＲＰＷＲＰＷＲＰＷＲははははＢＷＲＢＷＲＢＷＲＢＷＲより安全か？より安全か？より安全か？より安全か？

５．原子力発電所の５．原子力発電所の５．原子力発電所の５．原子力発電所の寿寿寿寿命は？命は？命は？命は？

６６６６．．．．廃廃廃廃炉は炉は炉は炉は技術的技術的技術的技術的に可能なのか？に可能なのか？に可能なのか？に可能なのか？
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６６６６．．．．廃廃廃廃炉は炉は炉は炉は技術的技術的技術的技術的に可能なのか？に可能なのか？に可能なのか？に可能なのか？

７７７７．高．高．高．高速増殖速増殖速増殖速増殖炉の炉の炉の炉の開開開開発は行き発は行き発は行き発は行き詰った詰った詰った詰ったのか？のか？のか？のか？

８８８８．海外の原子力発電所の．海外の原子力発電所の．海外の原子力発電所の．海外の原子力発電所の動向動向動向動向は？は？は？は？

９９９９．．．．次世次世次世次世代の原子力発電の代の原子力発電の代の原子力発電の代の原子力発電の開開開開発発発発状況状況状況状況は？は？は？は？



風風風風力力力力

太陽光太陽光太陽光太陽光

バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス

再生可能E

20.9％％％％

豊富豊富豊富豊富なななな自自自自国産石炭と国産石炭と国産石炭と国産石炭とロロロロシシシシアアアアからの天然ガス、からの天然ガス、からの天然ガス、からの天然ガス、ままままたたたた隣隣隣隣国との電力国との電力国との電力国との電力融通融通融通融通で成で成で成で成立立立立。。。。

原子力は原子力は原子力は原子力は17基中基中基中基中8基閉鎖基閉鎖基閉鎖基閉鎖、、、、運転中運転中運転中運転中9基基基基はははは2022年年年年ままままでにでにでにでに閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖するするするする政政政政策だが、策だが、策だが、策だが、

稼働率稼働率稼働率稼働率はははは90％％％％超超超超、うち、うち、うち、うち6基基基基の発電の発電の発電の発電量量量量は世は世は世は世界界界界10位位位位以内。以内。以内。以内。

ロロロロシシシシアアアアのののの

１１１１．．．．ドイツのドイツのドイツのドイツの脱原発政策策脱原発政策策脱原発政策策脱原発政策策のののの実態実態実態実態はははは？？？？
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原子力原子力原子力原子力

17.6%

天然ガス天然ガス天然ガス天然ガス

14.1%

石油他

水力水力水力水力

自国石自国石自国石自国石炭炭炭炭

42.4％％％％



ドイツの再生可能エネルギー政策の実態

・固定価格買取制度（・固定価格買取制度（・固定価格買取制度（・固定価格買取制度（FIT) をををを2000年か年か年か年から導入ら導入ら導入ら導入、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光のののの超超超超過過過過負担額負担額負担額負担額は年間約は年間約は年間約は年間約70億ユ億ユ億ユ億ユーーーー

ロロロロ（（（（ 2011年約年約年約年約7000億円億円億円億円）、）、）、）、今今今今止めても将来止めても将来止めても将来止めても将来20年間年間年間年間負担負担負担負担がががが続続続続く。電く。電く。電く。電気代気代気代気代はははは13年間で年間で年間で年間で2倍倍倍倍に。に。に。に。

・政・政・政・政府府府府はははは2012年年年年4月月月月にににに太陽光発太陽光発太陽光発太陽光発電買取価格を電買取価格を電買取価格を電買取価格を20%（（（（以降以降以降以降毎年毎年毎年毎年12％づ％づ％づ％づつ）つ）つ）つ）引き下げ引き下げ引き下げ引き下げ、、、、

10,000kW以上以上以上以上ののののメガソメガソメガソメガソーーーーララララーを買取対ーを買取対ーを買取対ーを買取対象象象象かかかから外ら外ら外ら外した。した。した。した。

・過・過・過・過去世界去世界去世界去世界一の生産一の生産一の生産一の生産量量量量をををを誇っ誇っ誇っ誇っていたていたていたていたドイツドイツドイツドイツのののの太陽太陽太陽太陽電電電電池メ池メ池メ池メーーーーカカカカーーーーQセセセセルルルルズズズズ社が安い中国製に社が安い中国製に社が安い中国製に社が安い中国製に

席巻席巻席巻席巻さささされれれれ2012年年年年4月月月月にににに破破破破産、他にも中産、他にも中産、他にも中産、他にも中堅堅堅堅5社が社が社が社が破破破破産。産。産。産。

・・・・陸上風陸上風陸上風陸上風力は力は力は力はほぼ飽和ほぼ飽和ほぼ飽和ほぼ飽和。。。。洋上風洋上風洋上風洋上風力に力に力に力に期待期待期待期待、、、、北部北部北部北部かかかから南部ら南部ら南部ら南部消費地消費地消費地消費地へへへへのののの3800km送送送送電電電電線建線建線建線建設設設設

計計計計画画画画はははは住民反住民反住民反住民反対対対対運運運運動な動な動な動などどどどでででで90km程程程程度しか実度しか実度しか実度しか実現現現現してしてしてしておらずおらずおらずおらず、、、、風風風風力拡大の力拡大の力拡大の力拡大の最最最最大のネッ大のネッ大のネッ大のネックククク。。。。

⇒⇒⇒⇒ドイツドイツドイツドイツの再生可能エネルギー政策はの再生可能エネルギー政策はの再生可能エネルギー政策はの再生可能エネルギー政策は今後維持今後維持今後維持今後維持か、か、か、か、限界限界限界限界かの分かの分かの分かの分岐点岐点岐点岐点ににににあああある。る。る。る。
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ドイツ太陽光による超過負担額（年間）

出典：ドイツＲＷＩ経済研究所2012年レポート

10億ユーロ

再生可能エネルギー全体による

超過料金（kWh当たり）

⇒⇒⇒⇒ドイツドイツドイツドイツの再生可能エネルギー政策はの再生可能エネルギー政策はの再生可能エネルギー政策はの再生可能エネルギー政策は今後維持今後維持今後維持今後維持か、か、か、か、限界限界限界限界かの分かの分かの分かの分岐点岐点岐点岐点ににににあああある。る。る。る。

円/kWh

平均家庭は年間平均家庭は年間平均家庭は年間平均家庭は年間

2万円の負担増万円の負担増万円の負担増万円の負担増



NHK 時論公論時論公論時論公論時論公論 「シェールガス日本へ」「シェールガス日本へ」「シェールガス日本へ」「シェールガス日本へ」2013年05月23日 (木) 嶋津八生 解説委員

２２２２．．．．米国米国米国米国のシェールガスのシェールガスのシェールガスのシェールガス革命革命革命革命はははは日本日本日本日本のののの救世主救世主救世主救世主かかかか？？？？
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NHK 時論公論 「シェールガス日本へ」（続き）

「「「「日本の原子力が日本の原子力が日本の原子力が日本の原子力がほほほほととととんんんん

どどどど稼働稼働稼働稼働していないにもかしていないにもかしていないにもかしていないにもか

かかかかわわわわららららずずずず、大、大、大、大規模停規模停規模停規模停電を電を電を電を

免免免免れているのはシれているのはシれているのはシれているのはシェーェーェーェールルルル

ガスガスガスガス革命革命革命革命ののののおおおおかかかかげげげげとととと言え言え言え言え

まままます。す。す。す。」」」」
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「「「「原子力が原子力が原子力が原子力が担っ担っ担っ担ってきたてきたてきたてきたベーベーベーベー

ス電源、産業のス電源、産業のス電源、産業のス電源、産業の基盤基盤基盤基盤をををを支え支え支え支え

る安い電源としては、原子る安い電源としては、原子る安い電源としては、原子る安い電源としては、原子

力を力を力を力を除除除除けけけけばばばば石炭火力しか石炭火力しか石炭火力しか石炭火力しか考考考考

ええええられられられられませんませんませんません。。。。」」」」



シェール・ガスとシェール・オイル掘削の実態

地表から掘り下げたボーリング孔を途

中で水平に曲げて、地表に10台以上の

高圧ポンプ車を用意し、超大型タンク

ローリーで数百回水を運び、1回の水圧

破砕で1万5000〜2万トンの水を500〜

1000気圧に高めて地下に押し込み、硬

い岩石（シェール：頁岩）に割れ目を

作ってガスや石油を回収する「水圧破

砕」法。自自自自圧圧圧圧でででで吹き上げ吹き上げ吹き上げ吹き上げるるるる在在在在来来来来型型型型資資資資源源源源
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砕」法。自自自自圧圧圧圧でででで吹き上げ吹き上げ吹き上げ吹き上げるるるる在在在在来来来来型型型型資資資資源源源源

に比べ、コストは高い。に比べ、コストは高い。に比べ、コストは高い。に比べ、コストは高い。

更に、100Ｔの化学剤を注入する為、地

表水の環環環環境汚染境汚染境汚染境汚染のののの懸念懸念懸念懸念があり、NY州、

NJ州などで操業規制を招いている。

� １孔当たりの生産量は１孔当たりの生産量は１孔当たりの生産量は１孔当たりの生産量は150バレルバレルバレルバレル/日、日、日、日、
3200孔により孔により孔により孔により50万バレル万バレル万バレル万バレル/日の生産。日の生産。日の生産。日の生産。

� メキシコ湾最大の在来ガス田は１孔メキシコ湾最大の在来ガス田は１孔メキシコ湾最大の在来ガス田は１孔メキシコ湾最大の在来ガス田は１孔

25万バレル万バレル万バレル万バレル/日日日日

生産井は最最最最初初初初のののの2年で年で年で年で80%も減も減も減も減衰衰衰衰す

るので、次々と生産井（1本700－１０

００万ドル）を掘る必要があり、高コス

トのもう一つの要因。

(北ダコタ州バッケン油田の例）

要要要要注注注注意意意意！！！！米米米米国国国国シェシェシェシェールールールールガガガガスはスはスはスはババババブブブブルといルといルといルというううう見見見見方方方方：：：：「「「「アアアアゴゴゴゴラ」ラ」ラ」ラ」ののののＧＥＧＥＧＥＧＥＰＲのＰＲのＰＲのＰＲの小小小小野氏野氏野氏野氏寄稿寄稿寄稿寄稿



石油石油石油石油天天天天然然然然ガガガガス・ス・ス・ス・金属鉱金属鉱金属鉱金属鉱物物物物資資資資源機源機源機源機構構構構（（（（JOGMEC）が）が）が）が2013年年年年3月月月月12日、日、日、日、世界世界世界世界でででで初初初初めてめてめてめて海海海海

底底底底ででででメメメメタタタタンンンンハハハハイドレイドレイドレイドレートを分ートを分ートを分ートを分解解解解し、し、し、し、天天天天然然然然ガガガガスの主成分スの主成分スの主成分スの主成分メメメメタタタタンガンガンガンガスのスのスのスの試験試験試験試験採取に成採取に成採取に成採取に成功功功功

�日本海域全体の資源量についても種々の見方があ

るが、メタンガス量にて約７兆立方メートル（日本の天

然ガス消費量の約100年分）はあると見られている。

３．メタンハイドレードは実用化できるのか？
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今回の愛知沖の試験採今回の愛知沖の試験採今回の愛知沖の試験採今回の愛知沖の試験採

取コストは取コストは取コストは取コストは100万万万万BTU当当当当

たり約たり約たり約たり約50ドル。日本の天ドル。日本の天ドル。日本の天ドル。日本の天

然ガス輸入価格約然ガス輸入価格約然ガス輸入価格約然ガス輸入価格約15ドドドド

ルのルのルのルの3倍以上。倍以上。倍以上。倍以上。

平平平平成成成成30年度まで年度まで年度まで年度まで

にににに商商商商業的産出準業的産出準業的産出準業的産出準

備の備の備の備の評評評評価価価価



加圧水型軽水炉加圧水型軽水炉加圧水型軽水炉加圧水型軽水炉 PWR 沸騰水型軽水炉沸騰水型軽水炉沸騰水型軽水炉沸騰水型軽水炉 BWR

概要

４．ＰＷＲはＢＷＲより安全か？
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特徴特徴特徴特徴 間接サイクル。蒸気発生器、一次冷却材ポ間接サイクル。蒸気発生器、一次冷却材ポ間接サイクル。蒸気発生器、一次冷却材ポ間接サイクル。蒸気発生器、一次冷却材ポ

ンプが必要。タービンに放射能は行かない。ンプが必要。タービンに放射能は行かない。ンプが必要。タービンに放射能は行かない。ンプが必要。タービンに放射能は行かない。

直接サイクル。タービンに放射能が直接サイクル。タービンに放射能が直接サイクル。タービンに放射能が直接サイクル。タービンに放射能が

行く。行く。行く。行く。

原子炉圧力原子炉圧力原子炉圧力原子炉圧力 およそ１５０気圧（およそ１５０気圧（およそ１５０気圧（およそ１５０気圧（15MPa）））） およそ７０気圧（およそ７０気圧（およそ７０気圧（およそ７０気圧（7.0MPa））））

運転基数運転基数運転基数運転基数 世界：世界：世界：世界：267基、うち日本：基、うち日本：基、うち日本：基、うち日本：24基基基基 世界：世界：世界：世界：89基、うち日本：基、うち日本：基、うち日本：基、うち日本：26基基基基

日本のメーカー（電力）日本のメーカー（電力）日本のメーカー（電力）日本のメーカー（電力） 三菱重工（関電、三菱重工（関電、三菱重工（関電、三菱重工（関電、九電九電九電九電、四電、北海道電、、四電、北海道電、、四電、北海道電、、四電、北海道電、

日本原電）日本原電）日本原電）日本原電）

東芝、日立東芝、日立東芝、日立東芝、日立GE（（（（東電東電東電東電、中部電、東北電、中、中部電、東北電、中、中部電、東北電、中、中部電、東北電、中

国電、北陸電、電源開発、日本原電）国電、北陸電、電源開発、日本原電）国電、北陸電、電源開発、日本原電）国電、北陸電、電源開発、日本原電）

世界のメーカー世界のメーカー世界のメーカー世界のメーカー Westinghouse（米）、（米）、（米）、（米）、AREVA（仏）、（仏）、（仏）、（仏）、

ロスアトム（露）、斗山重工（韓）、上海電気ロスアトム（露）、斗山重工（韓）、上海電気ロスアトム（露）、斗山重工（韓）、上海電気ロスアトム（露）、斗山重工（韓）、上海電気

他（中国）他（中国）他（中国）他（中国）、

GE日立（米）日立（米）日立（米）日立（米）

導入国導入国導入国導入国

アメリカ、フランス、ロシア、中国、韓国、台アメリカ、フランス、ロシア、中国、韓国、台アメリカ、フランス、ロシア、中国、韓国、台アメリカ、フランス、ロシア、中国、韓国、台

湾、ドイツ、ベルギー他多数湾、ドイツ、ベルギー他多数湾、ドイツ、ベルギー他多数湾、ドイツ、ベルギー他多数

アメリカ、ドイツ、台湾などアメリカ、ドイツ、台湾などアメリカ、ドイツ、台湾などアメリカ、ドイツ、台湾など



大飯再稼動、地元への経産省説明

46H240406大飯町への経済産業省説明資料



＊＊＊＊40404040年は設計時の構造年は設計時の構造年は設計時の構造年は設計時の構造強強強強度度度度解析条件解析条件解析条件解析条件でありでありでありであり寿命寿命寿命寿命ではないではないではないではない。。。。

＊＊＊＊技術技術技術技術的的的的なななな寿命寿命寿命寿命は原子炉容器材料のは原子炉容器材料のは原子炉容器材料のは原子炉容器材料の中性中性中性中性子子子子照射照射照射照射によるによるによるによる脆性破壊強脆性破壊強脆性破壊強脆性破壊強度度度度劣劣劣劣化化化化

（（（（最最最最もももも劣劣劣劣化が進化が進化が進化が進んんんんでいるとでいるとでいるとでいると言言言言われわれわれわれるるるる玄玄玄玄海海海海1111号号号号機でも機でも機でも機でも111100000000年は大年は大年は大年は大丈夫丈夫丈夫丈夫とのとのとのとの評評評評価価価価結結結結果。）果。）果。）果。）

＊＊＊＊実態としては、経済原実態としては、経済原実態としては、経済原実態としては、経済原則則則則でででで寿命寿命寿命寿命をををを決決決決める。める。める。める。

古古古古いいいい炉は出力が炉は出力が炉は出力が炉は出力が小小小小さく、さく、さく、さく、運運運運転転転転保保保保守守守守費用費用費用費用((((人人人人件件件件費、費、費、費、検査検査検査検査費、費、費、費、補修補修補修補修費な費な費な費などどどど）は）は）は）は新新新新しいしいしいしい

発発発発電電電電所所所所よりもよりもよりもよりも余余余余計にかかる。また計にかかる。また計にかかる。また計にかかる。また検査検査検査検査日日日日数数数数も長くも長くも長くも長く稼働稼働稼働稼働率も良くない。率も良くない。率も良くない。率も良くない。

これこれこれこれまで廃炉になまで廃炉になまで廃炉になまで廃炉になっっっった東た東た東た東海海海海1111号号号号機（機（機（機（ガガガガス炉）、ス炉）、ス炉）、ス炉）、浜岡浜岡浜岡浜岡1111,,,,2222号号号号機は、原子炉として技術的機は、原子炉として技術的機は、原子炉として技術的機は、原子炉として技術的

なななな寿命寿命寿命寿命ががががききききたたたたわけわけわけわけではない。ではない。ではない。ではない。

５．原子力発電所の寿命は？
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なななな寿命寿命寿命寿命ががががききききたたたたわけわけわけわけではない。ではない。ではない。ではない。

＊＊＊＊運転運転運転運転年数が年数が年数が年数が増え増え増え増えてもてもてもても事故事故事故事故の発生の発生の発生の発生確率確率確率確率はははは増え増え増え増えていない。ていない。ていない。ていない。

原子力原子力原子力原子力発発発発電電電電所所所所はははは膨膨膨膨大な大な大な大な「「「「機機機機器器器器・・・・構造構造構造構造物」物」物」物」かかかからららら構構構構成さ成さ成さ成されれれれてててておおおおり、時間の経過とともにり、時間の経過とともにり、時間の経過とともにり、時間の経過とともに

（経年に（経年に（経年に（経年に伴伴伴伴い）、い）、い）、い）、劣劣劣劣化していく。化していく。化していく。化していく。そそそそれられられられらは保全は保全は保全は保全活活活活動により、動により、動により、動により、検査検査検査検査し、し、し、し、劣劣劣劣化すると化すると化すると化すると「「「「保保保保

修修修修」や「」や「」や「」や「新新新新品品品品へへへへの取の取の取の取替替替替」」」」を行なを行なを行なを行なっっっっている。実ている。実ている。実ている。実際際際際、重、重、重、重要要要要な機な機な機な機器器器器でででであああある、る、る、る、SSSSGGGG,,,,RVRVRVRV蓋蓋蓋蓋、主、主、主、主

要要要要配配配配管、低管、低管、低管、低圧圧圧圧タタタターーーービビビビンンンン、中、中、中、中央央央央制制制制御御御御シシシシスススステテテテムムムムななななどどどどは第は第は第は第1111世代世代世代世代、第２、第２、第２、第２世代世代世代世代のののの発発発発電電電電所所所所でででで

はははは殆殆殆殆どどどどがががが最最最最新新新新のものに取りのものに取りのものに取りのものに取り替替替替ええええられられられられている。ている。ている。ている。従従従従っっっって、て、て、て、「「「「老朽老朽老朽老朽化化化化」」」」といといといという言う言う言う言いいいい方方方方はははは適適適適

切切切切ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、「「「「高経年化高経年化高経年化高経年化」」」」とととと言う言う言う言う。実。実。実。実際際際際に高経年化してもトに高経年化してもトに高経年化してもトに高経年化してもトラブラブラブラブルルルル発発発発生生生生件件件件数数数数はははは増増増増ええええ

てない。てない。てない。てない。

＊＊＊＊米国では米国では米国では米国では104104104104基中基中基中基中のののの７７７７1111基基基基がががが60606060年年年年ままままでででで認可認可認可認可され、され、され、され、11119999基基基基がががが延延延延長長長長予予予予定、定、定、定、13131313基基基基がががが

審審審審査査査査中中中中、、、、 更更更更にににに80808080年年年年運転運転運転運転もももも調査調査調査調査研究が研究が研究が研究が始まっ始まっ始まっ始まっている。ている。ている。ている。



・海・海・海・海外外外外では米国やでは米国やでは米国やでは米国やドドドドイイイイツツツツでででで11基基基基がががが完了完了完了完了し、日本では原研動力炉がし、日本では原研動力炉がし、日本では原研動力炉がし、日本では原研動力炉が1996年年年年完完完完
了了了了、現、現、現、現在在在在ふふふふげんげんげんげん、、、、東東東東海海海海1号、号、号、号、浜岡浜岡浜岡浜岡1，，，，2号、号、号、号、福島福島福島福島第第第第1~4号が号が号が号が廃廃廃廃止止止止措措措措置工置工置工置工事中事中事中事中。。。。
・・・・廃廃廃廃炉に炉に炉に炉に伴伴伴伴うううう解解解解体体体体廃棄廃棄廃棄廃棄物は約物は約物は約物は約54万トン、うち万トン、うち万トン、うち万トン、うち93％は％は％は％は放射性放射性放射性放射性ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、5％がク％がク％がク％がク

リアリアリアリアランス対ランス対ランス対ランス対象（象（象（象（要要要要検査検査検査検査）、）、）、）、2%がががが低低低低レレレレベベベベルルルル放射性廃棄放射性廃棄放射性廃棄放射性廃棄物。物。物。物。

６．廃炉は技術的に可能なのか？
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原型炉「もんじゅ」

（電気出力28万kWe）

実用炉
(2)

（電気出力150万kWe）

実証炉
(1)

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

常陽

もんじゅ
1977年臨界

1994年臨界 実証炉

～2025年運開
実用炉

2050年迄に運開

７．高速増殖炉の開発は行き詰ったのか？

ももももんじゅんじゅんじゅんじゅは技術的は技術的は技術的は技術的問題問題問題問題ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、組織組織組織組織

のののの運運運運営営営営管理の管理の管理の管理の問題問題問題問題
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実験炉「常陽」

（炉出力14万kWt）

FBR成立性の実証

燃料・材料の照射ﾃﾞｰﾀの

蓄積

発電の実証

ﾅﾄﾘｳﾑ技術の確立

（電気出力28万kWe）

革新技術の実証

・JAEA、MHI、MFBRの３者が一体で推進。

・2009年4月にFBR推進室を設置。

実証炉建設に向けて、プロジェクトを

推進。出典 (1)：総合資源エネルギー調査会 第３回国際戦略検討小委員会 資料2-2、平成21年2月(2)：JAEA-Research 2006-042、平成18年6月



2222000000005555年年年年⇒⇒⇒⇒2222000011111111年年年年1111月月月月⇒⇒⇒⇒現在現在現在現在（（（（2222000011113333年年年年1111月月月月））））

運運運運転転転転中：中：中：中：439439439439基基基基 ⇒⇒⇒⇒436436436436基基基基⇒⇒⇒⇒444422229999基基基基

30303030カカカカ国、国、国、国、

----11116666基閉鎖基閉鎖基閉鎖基閉鎖

（日（日（日（日4444、独、独、独、独8888、、、、英英英英3333、、、、加１加１加１加１）、）、）、）、

++++ 9 9 9 9基基基基運運運運転開始転開始転開始転開始

（（（（印印印印1111、中、中、中、中2222、、、、韓韓韓韓3333、、、、ﾊﾟ１ﾊﾟ１ﾊﾟ１ﾊﾟ１、、、、露露露露1111、、、、加加加加1111））））

建建建建設中：設中：設中：設中： 36363636基基基基 ⇒⇒⇒⇒    77775555基基基基 ⇒⇒⇒⇒76767676基基基基

(出出出出典典典典：日本原子力産業：日本原子力産業：日本原子力産業：日本原子力産業協協協協会）会）会）会）

８．海外の原子力発電所の動向は？
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（中（中（中（中33332222、、、、露露露露11111111、、、、印印印印7777）、）、）、）、

11117777カカカカ国（国（国（国（ううううちちちち新新新新規規規規1111カカカカ国）国）国）国）

計計計計画画画画中：中：中：中： 39393939基基基基 ⇒⇒⇒⇒    99991111基基基基 ⇒⇒⇒⇒97979797基基基基

（中（中（中（中22223333、、、、露露露露11117777、、、、米９米９米９米９、日、日、日、日9999、、、、韓韓韓韓5)5)5)5)

22220000カカカカ国（国（国（国（ううううちちちち新新新新規規規規11111111カカカカ国）国）国）国）

福島事故の福島事故の福島事故の福島事故の教教教教訓訓訓訓によりによりによりにより強強強強化さ化さ化さ化されれれれた日本の技た日本の技た日本の技た日本の技

術力、安全技術での術力、安全技術での術力、安全技術での術力、安全技術での貢献貢献貢献貢献がががが期待期待期待期待さささされれれれている。ている。ている。ている。

ＨＨＨＨ23年年年年12月月月月、、、、露露露露、、、、韓韓韓韓国、国、国、国、ﾖﾙﾀﾞﾝﾖﾙﾀﾞﾝﾖﾙﾀﾞﾝﾖﾙﾀﾞﾝ､､､､ﾍﾞﾄﾅﾑﾍﾞﾄﾅﾑﾍﾞﾄﾅﾑﾍﾞﾄﾅﾑとの原子力との原子力との原子力との原子力協協協協定が国会定が国会定が国会定が国会承承承承認認認認。。。。H25年年年年5月月月月

トルコ、トルコ、トルコ、トルコ、UAEとととと協協協協定定定定調調調調印印印印、、、、ｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞ、、、、南南南南ｱﾌﾘｶｱﾌﾘｶｱﾌﾘｶｱﾌﾘｶともともともとも交渉交渉交渉交渉中。中。中。中。更更更更ににににﾓﾝｺﾞﾙﾓﾝｺﾞﾙﾓﾝｺﾞﾙﾓﾝｺﾞﾙ、、、、ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾌﾞﾗｼﾞﾙﾌﾞﾗｼﾞﾙﾌﾞﾗｼﾞﾙ、、、、ﾒｷｼｺﾒｷｼｺﾒｷｼｺﾒｷｼｺ、、、、

ﾏﾚｰｼｱﾏﾚｰｼｱﾏﾚｰｼｱﾏﾚｰｼｱ、、、、ﾀｲﾀｲﾀｲﾀｲともともともとも交渉交渉交渉交渉準備中。準備中。準備中。準備中。

三菱重工業

日立ーGE(合弁）

東芝ーWestinghouse（買収）

AREVA（仏）、ROSATOM(露）

斗山重工業(韓国）、中国

AECL(カナダ）



Gen ⅠⅠⅠⅠ Gen ⅡⅡⅡⅡ Gen ⅢⅢⅢⅢ Gen ⅢⅢⅢⅢ＋＋＋＋ Gen ⅣⅣⅣⅣ
初期の原型炉初期の原型炉初期の原型炉初期の原型炉 商業炉商業炉商業炉商業炉 改良型炉改良型炉改良型炉改良型炉

革新型炉革新型炉革新型炉革新型炉進展型炉進展型炉進展型炉進展型炉現在運現在運現在運現在運転転転転中の原子炉は大中の原子炉は大中の原子炉は大中の原子炉は大部部部部分分分分GEN-ⅡⅡⅡⅡででででああああり、り、り、り、世界世界世界世界ではではではでは今後今後今後今後

はより安全性にはより安全性にはより安全性にはより安全性に優優優優れれれれたたたたGEN-ⅢⅢⅢⅢ、、、、GEN-ⅢⅢⅢⅢ＋を＋を＋を＋を建建建建設設設設

９．次世代の原子力発電の開発状況は？

日本も高経年炉をGEN－Ⅲ＋に

リプレースすべき
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まとめ：エネルギー政策私案

１１１１．短．短．短．短中中中中期期期期的的的的なななな我我我我が国の社が国の社が国の社が国の社会会会会経済再生の経済再生の経済再生の経済再生の為為為為に、安全に、安全に、安全に、安全性性性性がががが確認確認確認確認された原子力された原子力された原子力された原子力

発電発電発電発電所所所所のののの可及的可及的可及的可及的速速速速やかな再やかな再やかな再やかな再稼稼稼稼動が動が動が動が必必必必要。要。要。要。

２２２２．．．．中中中中長期長期長期長期的的的的なななな基基基基幹幹幹幹電力電力電力電力（ベー（ベー（ベー（ベーススススローローローロードドドド）としては石炭火力発電と原子力発電）としては石炭火力発電と原子力発電）としては石炭火力発電と原子力発電）としては石炭火力発電と原子力発電

をををを2222本本本本柱柱柱柱とし、とし、とし、とし、前者前者前者前者はははは熱熱熱熱効率向上（効率向上（効率向上（効率向上（二酸二酸二酸二酸化炭化炭化炭化炭素素素素排排排排出出出出削削削削減）、減）、減）、減）、後者後者後者後者はははは既既既既設の設の設の設の

更更更更なる安全なる安全なる安全なる安全性向上性向上性向上性向上とより安全なとより安全なとより安全なとより安全な新規新規新規新規プラントプラントプラントプラントへへへへののののリリリリププププレレレレーーーースがスがスがスが肝肝肝肝要。要。要。要。

３３３３．．．．天然ガス天然ガス天然ガス天然ガス（（（（シシシシェーェーェーェールガスをルガスをルガスをルガスを含む含む含む含む）火力発電は、当面の原子力発電）火力発電は、当面の原子力発電）火力発電は、当面の原子力発電）火力発電は、当面の原子力発電停停停停止で不止で不止で不止で不

足足足足するするするする短短短短期期期期的的的的な電力な電力な電力な電力危危危危機対策として機対策として機対策として機対策として有効有効有効有効。。。。ままままたたたた中中中中長期長期長期長期的的的的にはにはにはには負荷調整負荷調整負荷調整負荷調整電電電電

力として力として力として力として重重重重要であり、天然ガス要であり、天然ガス要であり、天然ガス要であり、天然ガス調調調調達達達達先先先先多様化多様化多様化多様化へへへへ継続継続継続継続的的的的取取取取組み組み組み組みがががが重重重重要。要。要。要。
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４４４４．固．固．固．固定価格買取制度による太陽光発電や定価格買取制度による太陽光発電や定価格買取制度による太陽光発電や定価格買取制度による太陽光発電や風風風風力発電推進は、制度力発電推進は、制度力発電推進は、制度力発電推進は、制度上上上上様様様様々々々々なななな

課課課課題題題題があり、があり、があり、があり、欧欧欧欧州での州での州での州での教訓教訓教訓教訓をををを踏踏踏踏まえまえまえまえて制度の見直しがて制度の見直しがて制度の見直しがて制度の見直しが必必必必要。な要。な要。な要。なおおおお、、、、中中中中長期長期長期長期

的的的的に全電力のに全電力のに全電力のに全電力の10101010％％％％増増増増がががが限限限限度。度。度。度。

５５５５．．．．地地地地熱熱熱熱やややや中中中中小小小小水水水水力は力は力は力は稼働率稼働率稼働率稼働率が高いのでが高いのでが高いのでが高いので今後今後今後今後の開発がの開発がの開発がの開発が望望望望ままままれる。ただし、れる。ただし、れる。ただし、れる。ただし、量量量量

的的的的には小には小には小には小規模規模規模規模。。。。

＜＜＜＜以以以以上上上上により、多様なにより、多様なにより、多様なにより、多様なエネエネエネエネルルルルギーギーギーギーののののベベベベストストストストミミミミックスをックスをックスをックスを目目目目指指指指すすすすこここことととと＞＞＞＞

６６６６．．．．最最最最大の大の大の大の課課課課題題題題は原子力は原子力は原子力は原子力（（（（燃料再燃料再燃料再燃料再処理処理処理処理、高、高、高、高レレレレベベベベルルルル廃棄廃棄廃棄廃棄物地物地物地物地層処分層処分層処分層処分をををを含む含む含む含む）に）に）に）に

対する国対する国対する国対する国民民民民のののの理解理解理解理解と原子力と原子力と原子力と原子力界界界界の信の信の信の信頼頼頼頼回復回復回復回復であり、国、研究機であり、国、研究機であり、国、研究機であり、国、研究機関関関関、、、、事事事事業業業業者者者者、、、、

メメメメーーーーカカカカーーーー等全等全等全等全関係者関係者関係者関係者がががが真摯真摯真摯真摯なななな反省反省反省反省、、、、福島復興福島復興福島復興福島復興、そして、そして、そして、そして市民市民市民市民レレレレベベベベルのコルのコルのコルのコミュミュミュミュ

ニケーニケーニケーニケーションにションにションにションに尽尽尽尽力する力する力する力するこここことがとがとがとが肝肝肝肝要。要。要。要。



エネルギーに必要な４条件（３Ｅ＋Ｓ）

１．量と質（必要な質の電力を必要な量、必要なときに確保）、

２．経済性（ライフサイクルコスト）

３．安全性（事故リスク、国民の健康を脅かさない）

４．対環境性（大気･水質汚染防止、地球温暖化対策など）

エネルギーのベストミックス
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全てにおいて満点のエネルギーは無い→ベストミックスが必要

原子力と石炭を基幹電源とし、ベストミックスを追及

より安価な

再生可能エネルギー

よりクリーン

な化石燃料

より安全な

原子力

より一層の

省エネルギー

私案：３５％私案：３５％私案：３５％私案：３５％ ４５％４５％４５％４５％ ２０％２０％２０％２０％



①安全は技術で、安心は信頼とコミュニケーションで

②将来に亘るエネルギー安全保障とエネルギー源多様化

③エネルギーコストの産業、経済、社会、家庭への影響

補足補足補足補足：：：：原子力政策原子力政策原子力政策原子力政策のののの７７７７つのつのつのつの視点視点視点視点
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④原子力平和利用国としての責務と世界への貢献

⑤地球温暖化問題への対応

⑥マスコミの社会的役割と責任、国民の自覚

⑦科学技術立国としての教育と技術伝承、人材育成



永井隆博士

長崎の原爆被災者の救護活動に全精力を長崎の原爆被災者の救護活動に全精力を長崎の原爆被災者の救護活動に全精力を長崎の原爆被災者の救護活動に全精力を

傾注された当時の長崎医大永井隆博士の傾注された当時の長崎医大永井隆博士の傾注された当時の長崎医大永井隆博士の傾注された当時の長崎医大永井隆博士の

「「「「原子爆弾救護報告原子爆弾救護報告原子爆弾救護報告原子爆弾救護報告」」」」にある永井博士のにある永井博士のにある永井博士のにある永井博士の

深い洞察と先見性ある一文を引用する深い洞察と先見性ある一文を引用する深い洞察と先見性ある一文を引用する深い洞察と先見性ある一文を引用する。。。。

55



安川第五郎と原子力

� 安川敬一郎の五男、1886年（明治19年）生まれ、東大

電気工学科卒業、日立、米国ウェスティングハウス研修

、安川電機製作所創設、社長就任。戦後公職追放。

� 1949年安川電機会長復帰、1111999956565656年日本原子力研究年日本原子力研究年日本原子力研究年日本原子力研究所所所所

初代初代初代初代理事理事理事理事長、長、長、長、1111999955557777年日本原子力発電年日本原子力発電年日本原子力発電年日本原子力発電（（（（株株株株）初代社長、）初代社長、）初代社長、）初代社長、

1111999960606060年九州電力年九州電力年九州電力年九州電力会会会会長長長長、、、、1963年東京オリンピック組織委

員会会長に就任。

� 1970年電力・原子力電力・原子力電力・原子力電力・原子力事事事事業業業業へへへへのののの貢献貢献貢献貢献により、により、により、により、勲勲勲勲一等一等一等一等旭旭旭旭日日日日

大大大大綬章授与綬章授与綬章授与綬章授与。

32 10
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日経昭和32年10月連載「私の履歴書」より

「昭和31年原研理事長になっての初仕事はわが国初の原子炉設置。昭和32年9月18日

に原子炉第一基の火入れ式という前日に組合が施設改善を要求しストの形勢だったが、

理事長自ら出向き話し合い解決した。同年、日本原子力発電会社の社長にと強い要望

が出た時に組組組組合が合が合が合が「「「「安安安安川川川川理事長がいるので安心して理事長がいるので安心して理事長がいるので安心して理事長がいるので安心して協協協協定に同定に同定に同定に同意意意意したのに、したのに、したのに、したのに、そそそそのののの責任責任責任責任をををを

果たさ果たさ果たさ果たさずずずずに原に原に原に原研研研研をををを辞辞辞辞めるのは大いに不めるのは大いに不めるのは大いに不めるのは大いに不満満満満だだだだ」」」」とストまでしてとストまでしてとストまでしてとストまでして留留留留任運任運任運任運動。動。動。動。結局、原研の顧

問で原電社長に就任した。」

「仕事上でも人生上でも何か障害があると、けんかしないでよけて通る。目標を失わない

ようにしていると、急速にはそこに行かないが、結果はそこへ行ってしまう。現在の事業

でも、、、、障障障障害は害は害は害は山山山山ほどほどほどほど横横横横たたたたわっわっわっわっている。しかし、ている。しかし、ている。しかし、ている。しかし、これこれこれこれをををを闘争闘争闘争闘争的に的に的に的に強強強強行する行する行する行するこここことは自分の性とは自分の性とは自分の性とは自分の性

格格格格上上上上ままままずずずずない。ない。ない。ない。必ず必ず必ず必ず迂迂迂迂回回回回作作作作戦戦戦戦をとるをとるをとるをとることになるだろう。」



郷土の偉大な先輩、藤田哲也博士

藤藤藤藤田田田田哲也哲也哲也哲也、（1920－1998）は、世界的な気象学

者。小倉生まれで1939年小倉中学卒、1943年明

治専門学校を卒業。ダウンバースト（下降噴流）と

トルネード（竜巻）の研究における世界的権威とし

て知られ、 Mr. Tornado（ミミミミススススタタタター・トルネーー・トルネーー・トルネーー・トルネードドドド）と

も称された。もしノーベル賞に「気象部門」というカ

テゴリーがあったなら藤田博士の受賞は間違い

ないと言われていた

Ｆスケールとは？Ｆスケールとは？Ｆスケールとは？Ｆスケールとは？

藤田の原動力は好奇心。若いころ、山に登って雷雲を調査している

米国の巨大竜巻米国の巨大竜巻米国の巨大竜巻米国の巨大竜巻
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九州工業大学の九州工業大学の九州工業大学の九州工業大学の

百周年中村記念百周年中村記念百周年中村記念百周年中村記念

館に藤田哲也博館に藤田哲也博館に藤田哲也博館に藤田哲也博

士ギャラリーがあ士ギャラリーがあ士ギャラリーがあ士ギャラリーがあ

る。行ってみよう。る。行ってみよう。る。行ってみよう。る。行ってみよう。

藤田の原動力は好奇心。若いころ、山に登って雷雲を調査している

うちに、冷たく湿った下降気流の存在に気づいた。 53年に渡米。シ

カゴ大学の研究員になった。

藤田の型破りな研究方法は論議を呼んだ。彼は飛行機から気象

を観察し、直感でハリケーンなどの仕組みを推測。彼の超人的な勘

は、気象学という新しい学問の進歩に重要な役割を果たした。



ご清聴、有難うございました！ご清聴、有難うございました！ご清聴、有難うございました！ご清聴、有難うございました！
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““““ものものものものづづづづくりのくりのくりのくりの心心心心をををを未未未未来来来来にににに伝伝伝伝ええええるるるる情報情報情報情報と体と体と体と体験験験験のののの館館館館””””

ご来館ご来館ご来館ご来館ををををおおおお待待待待ちしてちしてちしてちしてまままます。す。す。す。


