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北九州産業技術保存継承センター館長

九州工業大学産学連携推進センター客員教授

元三菱重工業常務



自己紹介

・・・・1944年年年年3月生まれ、月生まれ、月生まれ、月生まれ、1962年小倉高校卒業年小倉高校卒業年小倉高校卒業年小倉高校卒業

・・・・1968年九州大学動力機械工学専攻修士修了、三菱重工業入社年九州大学動力機械工学専攻修士修了、三菱重工業入社年九州大学動力機械工学専攻修士修了、三菱重工業入社年九州大学動力機械工学専攻修士修了、三菱重工業入社

・・・・1968年～年～年～年～1999年（年（年（年（31年間年間年間年間）三菱重工）三菱重工）三菱重工）三菱重工PWRプラントエンジニアとして、米国プラントエンジニアとして、米国プラントエンジニアとして、米国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、技術の国産化、改良標準化、技術の国産化、改良標準化、技術の国産化、改良標準化、APWR開発、現地駐在、燃料技術部長、プロ開発、現地駐在、燃料技術部長、プロ開発、現地駐在、燃料技術部長、プロ開発、現地駐在、燃料技術部長、プロ

ジェクト部長ジェクト部長ジェクト部長ジェクト部長

・・・・1999年～年～年～年～2004年（年（年（年（5年間年間年間年間）三菱重工取締役神戸造船所長、常務取締役機）三菱重工取締役神戸造船所長、常務取締役機）三菱重工取締役神戸造船所長、常務取締役機）三菱重工取締役神戸造船所長、常務取締役機
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1999 2004 5

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

品事業を経験品事業を経験品事業を経験品事業を経験

・・・・2004年～現在（年～現在（年～現在（年～現在（9年～年～年～年～）原子力学会シニアネット等代表幹事として大学生と）原子力学会シニアネット等代表幹事として大学生と）原子力学会シニアネット等代表幹事として大学生と）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

ケーション活動ケーション活動ケーション活動ケーション活動

・・・・2012年～現在年～現在年～現在年～現在(1年～年～年～年～）北九州産業技術保存継承センター館長、九州工業）北九州産業技術保存継承センター館長、九州工業）北九州産業技術保存継承センター館長、九州工業）北九州産業技術保存継承センター館長、九州工業

大学産学連携推進センター客員教授大学産学連携推進センター客員教授大学産学連携推進センター客員教授大学産学連携推進センター客員教授



１１１１．．．．我我我我がががが国国国国のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー問題問題問題問題のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状現状現状現状とととと欧州欧州欧州欧州

のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策のののの実態実態実態実態

２２２２．．．．我我我我がががが国国国国のののの歴史歴史歴史歴史、、、、世界世界世界世界のののの動向動向動向動向

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

講演講演講演講演のののの内容内容内容内容
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４４４４．．．．核燃料核燃料核燃料核燃料サイクルサイクルサイクルサイクル問題問題問題問題、、、、高高高高レベルレベルレベルレベル廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問

題題題題 、、、、40404040年問題年問題年問題年問題、、、、廃炉廃炉廃炉廃炉

５５５５．．．．2050205020502050年年年年エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策私案政策私案政策私案政策私案（（（（まとめまとめまとめまとめ））））

６６６６．．．．技術者技術者技術者技術者にににに求求求求められるめられるめられるめられる資質資質資質資質



原発原発原発原発ゼロのゼロのゼロのゼロの我我我我がががが国経済国経済国経済国経済へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響

化石燃料消費増加化石燃料消費増加化石燃料消費増加化石燃料消費増加

（対（対（対（対2010201020102010年比年比年比年比3333兆円強増加）兆円強増加）兆円強増加）兆円強増加）

電気料金上昇電気料金上昇電気料金上昇電気料金上昇

日本エネルギー経済研究所

豊田正和理事長H24年9月18日資料

約２億円約２億円約２億円約２億円////日日日日////原発原発原発原発1111基基基基

前政権時代に

識者は警告

2013年は年は年は年は3．．．．8兆円兆円兆円兆円
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電気料金上昇電気料金上昇電気料金上昇電気料金上昇

家庭約家庭約家庭約家庭約15％（約％（約％（約％（約1兆円）兆円）兆円）兆円）

企業約企業約企業約企業約20％（約％（約％（約％（約2兆円）兆円）兆円）兆円）

企業収益約企業収益約企業収益約企業収益約2兆円減少兆円減少兆円減少兆円減少

生産工場の海外移転生産工場の海外移転生産工場の海外移転生産工場の海外移転

雇用環境悪化（約雇用環境悪化（約雇用環境悪化（約雇用環境悪化（約42万人）万人）万人）万人）

法人税収減（約法人税収減（約法人税収減（約法人税収減（約1兆円）兆円）兆円）兆円）

豊田正和理事長H24年9月18日資料

貿易経済収支悪化

財政収支悪化

双子の赤字

2030年までに約年までに約年までに約年までに約50兆円の国富流出！兆円の国富流出！兆円の国富流出！兆円の国富流出！



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、“脱石油”の下、原子力、年度の第一次オイルショックを契機として、“脱石油”の下、原子力、年度の第一次オイルショックを契機として、“脱石油”の下、原子力、年度の第一次オイルショックを契機として、“脱石油”の下、原子力、

石炭火力、石炭火力、石炭火力、石炭火力、LNG火力により電源の多様化を推進、高度経済成長に寄与。火力により電源の多様化を推進、高度経済成長に寄与。火力により電源の多様化を推進、高度経済成長に寄与。火力により電源の多様化を推進、高度経済成長に寄与。
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エネルギー白書2012年度版より

2013 年度の電源構成は化石燃料年度の電源構成は化石燃料年度の電源構成は化石燃料年度の電源構成は化石燃料90％で、石油危機時代よりも多い！％で、石油危機時代よりも多い！％で、石油危機時代よりも多い！％で、石油危機時代よりも多い！



基本要件から見た我が国の各エネルギーのリスク

基本基本基本基本

要件要件要件要件

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー リスクの評価リスクの評価リスクの評価リスクの評価 評価評価評価評価

資
源

資
源

資
源

資
源
のの のの
量量 量量

原子力原子力原子力原子力

・確認埋蔵量は約・確認埋蔵量は約・確認埋蔵量は約・確認埋蔵量は約100年（年（年（年（130ドルドルドルドル/ｋｇ）、より高い費用で数ｋｇ）、より高い費用で数ｋｇ）、より高い費用で数ｋｇ）、より高い費用で数

百年。燃料リサイクルでプルトニウム利用可能になれば百年。燃料リサイクルでプルトニウム利用可能になれば百年。燃料リサイクルでプルトニウム利用可能になれば百年。燃料リサイクルでプルトニウム利用可能になれば

2000年以上。海水ウラン捕集が実用化すれば無限。年以上。海水ウラン捕集が実用化すれば無限。年以上。海水ウラン捕集が実用化すれば無限。年以上。海水ウラン捕集が実用化すれば無限。

・政治安定国との長期取引契約により供給は安定。・政治安定国との長期取引契約により供給は安定。・政治安定国との長期取引契約により供給は安定。・政治安定国との長期取引契約により供給は安定。

・原子炉内装荷期間約・原子炉内装荷期間約・原子炉内装荷期間約・原子炉内装荷期間約3年、備蓄不安は小さいので年、備蓄不安は小さいので年、備蓄不安は小さいので年、備蓄不安は小さいので〝〝〝〝準自準自準自準自

給エネルギー“と言われている。給エネルギー“と言われている。給エネルギー“と言われている。給エネルギー“と言われている。

・燃料価格は長期安定、設備価格は安全強化で高騰傾向。・燃料価格は長期安定、設備価格は安全強化で高騰傾向。・燃料価格は長期安定、設備価格は安全強化で高騰傾向。・燃料価格は長期安定、設備価格は安全強化で高騰傾向。

◎
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量量 量量
とと とと
供
給
安
定
性

供
給
安
定
性

供
給
安
定
性

供
給
安
定
性

化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料

・石油、天然ガスは確認埋蔵量約・石油、天然ガスは確認埋蔵量約・石油、天然ガスは確認埋蔵量約・石油、天然ガスは確認埋蔵量約60年、シェール革命で更年、シェール革命で更年、シェール革命で更年、シェール革命で更

に延長、ただし長期的には資源枯渇。に延長、ただし長期的には資源枯渇。に延長、ただし長期的には資源枯渇。に延長、ただし長期的には資源枯渇。

・石炭は約・石炭は約・石炭は約・石炭は約120年、褐炭利用が実用化すれば更に延長。年、褐炭利用が実用化すれば更に延長。年、褐炭利用が実用化すれば更に延長。年、褐炭利用が実用化すれば更に延長。

・石油の約・石油の約・石油の約・石油の約85%を依を依を依を依存している中東の政情不安、航路の海存している中東の政情不安、航路の海存している中東の政情不安、航路の海存している中東の政情不安、航路の海

賊等リスクは大きい。賊等リスクは大きい。賊等リスクは大きい。賊等リスクは大きい。

△

再生可能再生可能再生可能再生可能

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

(水力除く）水力除く）水力除く）水力除く）

・資源量は潜在的に豊富だが、経済的利用可能量は少。・資源量は潜在的に豊富だが、経済的利用可能量は少。・資源量は潜在的に豊富だが、経済的利用可能量は少。・資源量は潜在的に豊富だが、経済的利用可能量は少。

・供給途絶が無い。（バイオを除く）・供給途絶が無い。（バイオを除く）・供給途絶が無い。（バイオを除く）・供給途絶が無い。（バイオを除く）

・燃料価格はゼロだが、設備価格が高いため普及には当面・燃料価格はゼロだが、設備価格が高いため普及には当面・燃料価格はゼロだが、設備価格が高いため普及には当面・燃料価格はゼロだが、設備価格が高いため普及には当面

優遇措置必要。優遇措置必要。優遇措置必要。優遇措置必要。

○



基本要件から見た我が国の各エネルギーのリスク

基本基本基本基本

要件要件要件要件

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
リスクの評価リスクの評価リスクの評価リスクの評価 評価評価評価評価

供
給
力

供
給
力

供
給
力

供
給
力

原子力原子力原子力原子力

・最大需要に合った設備能力を確保できる。・最大需要に合った設備能力を確保できる。・最大需要に合った設備能力を確保できる。・最大需要に合った設備能力を確保できる。

・設備投資額が巨額であるが、発電単価は最も安い。・設備投資額が巨額であるが、発電単価は最も安い。・設備投資額が巨額であるが、発電単価は最も安い。・設備投資額が巨額であるが、発電単価は最も安い。

・電気の質は安定、大電源の為に停電リスクあり。・電気の質は安定、大電源の為に停電リスクあり。・電気の質は安定、大電源の為に停電リスクあり。・電気の質は安定、大電源の為に停電リスクあり。

◎

化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料

・最大需要に合った設備能力を確保できる。・最大需要に合った設備能力を確保できる。・最大需要に合った設備能力を確保できる。・最大需要に合った設備能力を確保できる。

・石炭火力は立地に環境アセスが必要。・石炭火力は立地に環境アセスが必要。・石炭火力は立地に環境アセスが必要。・石炭火力は立地に環境アセスが必要。

LNG
◎
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供
給
力

供
給
力

供
給
力

供
給
力
とと とと
信
頼
性

信
頼
性

信
頼
性

信
頼
性

化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料

・インフラを含め、設備投資額が巨額（・インフラを含め、設備投資額が巨額（・インフラを含め、設備投資額が巨額（・インフラを含め、設備投資額が巨額（LNG基地、石炭基地）基地、石炭基地）基地、石炭基地）基地、石炭基地）

・電気の質は安定、負荷変動追従能力に優れている。・電気の質は安定、負荷変動追従能力に優れている。・電気の質は安定、負荷変動追従能力に優れている。・電気の質は安定、負荷変動追従能力に優れている。

・国内備蓄：石油約・国内備蓄：石油約・国内備蓄：石油約・国内備蓄：石油約200日、天然ガス約日、天然ガス約日、天然ガス約日、天然ガス約2週間、石炭約週間、石炭約週間、石炭約週間、石炭約40日日日日

・燃料価格の高騰は社会経済に影響大。・燃料価格の高騰は社会経済に影響大。・燃料価格の高騰は社会経済に影響大。・燃料価格の高騰は社会経済に影響大。

◎

再生可能再生可能再生可能再生可能

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

(水力除く）水力除く）水力除く）水力除く）

・太陽光、風力は気象任せで設備価値が小さい。・太陽光、風力は気象任せで設備価値が小さい。・太陽光、風力は気象任せで設備価値が小さい。・太陽光、風力は気象任せで設備価値が小さい。

・風力、地熱は立地問題、送電線敷設問題あり。・風力、地熱は立地問題、送電線敷設問題あり。・風力、地熱は立地問題、送電線敷設問題あり。・風力、地熱は立地問題、送電線敷設問題あり。

・太陽光、風力は間欠発電、電気の質は極めて悪い。・太陽光、風力は間欠発電、電気の質は極めて悪い。・太陽光、風力は間欠発電、電気の質は極めて悪い。・太陽光、風力は間欠発電、電気の質は極めて悪い。

・太陽光、風力は火力のバックアップ、蓄電池が必要。・太陽光、風力は火力のバックアップ、蓄電池が必要。・太陽光、風力は火力のバックアップ、蓄電池が必要。・太陽光、風力は火力のバックアップ、蓄電池が必要。

・経済性は最も悪いため、公的優遇措置が必要・経済性は最も悪いため、公的優遇措置が必要・経済性は最も悪いため、公的優遇措置が必要・経済性は最も悪いため、公的優遇措置が必要

×



基本要件から見た我が国の各エネルギーのリスク

基本基本基本基本

要件要件要件要件

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
リスクの評価リスクの評価リスクの評価リスクの評価 評価評価評価評価

社
会
受
容
性

社
会
受
容
性

社
会
受
容
性

社
会
受
容
性

原子力原子力原子力原子力

・放射性物質の漏洩による健康被害、環境汚染・放射性物質の漏洩による健康被害、環境汚染・放射性物質の漏洩による健康被害、環境汚染・放射性物質の漏洩による健康被害、環境汚染

・重大事故時の社会影響、環境汚染、風評被害・重大事故時の社会影響、環境汚染、風評被害・重大事故時の社会影響、環境汚染、風評被害・重大事故時の社会影響、環境汚染、風評被害

・設備の安全性の強化は技術的に可能・設備の安全性の強化は技術的に可能・設備の安全性の強化は技術的に可能・設備の安全性の強化は技術的に可能

・人や組織の信頼性が課題・人や組織の信頼性が課題・人や組織の信頼性が課題・人や組織の信頼性が課題

・テロ行為、核拡散・テロ行為、核拡散・テロ行為、核拡散・テロ行為、核拡散

××××

～～～～

△△△△
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社
会
受
容
性

社
会
受
容
性

社
会
受
容
性

社
会
受
容
性
（（ （（
環
境
性

環
境
性

環
境
性

環
境
性
・・ ・・
安
全
性

安
全
性

安
全
性

安
全
性
）） ））

化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料

・大気汚染リスク、ただし我が国は設備で対応。・大気汚染リスク、ただし我が国は設備で対応。・大気汚染リスク、ただし我が国は設備で対応。・大気汚染リスク、ただし我が国は設備で対応。

・地球温暖化、特に石炭火力は・地球温暖化、特に石炭火力は・地球温暖化、特に石炭火力は・地球温暖化、特に石炭火力はCO2排出が大きい。排出が大きい。排出が大きい。排出が大きい。

・施設事故（タンカー座礁、ガス爆発、炭鉱事故など）・施設事故（タンカー座礁、ガス爆発、炭鉱事故など）・施設事故（タンカー座礁、ガス爆発、炭鉱事故など）・施設事故（タンカー座礁、ガス爆発、炭鉱事故など）

△△△△

再生可能再生可能再生可能再生可能

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

(水力除く）水力除く）水力除く）水力除く）

・最もクリーン、ただしバイオは森林破壊・最もクリーン、ただしバイオは森林破壊・最もクリーン、ただしバイオは森林破壊・最もクリーン、ただしバイオは森林破壊

・施設事故も軽微・施設事故も軽微・施設事故も軽微・施設事故も軽微
◎◎◎◎



「コスト等検証委員会報告書」発電コスト比較

原子力が、社会的費用を考原子力が、社会的費用を考原子力が、社会的費用を考原子力が、社会的費用を考

慮しても他に比べ遜色なく、慮しても他に比べ遜色なく、慮しても他に比べ遜色なく、慮しても他に比べ遜色なく、

かつ不確実性が少ない。かつ不確実性が少ない。かつ不確実性が少ない。かつ不確実性が少ない。

9



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

10

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



再生再生再生再生可能エネルギー実績と普及政策効果

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電 風力発電風力発電風力発電風力発電

11

24年度～25年5月末まで

◆太陽光は321.5万kW

◆風力は6.5万kW増加

コストの高い再生可能エネルギーのコストの高い再生可能エネルギーのコストの高い再生可能エネルギーのコストの高い再生可能エネルギーの

普及を進める為に原価より高い価格普及を進める為に原価より高い価格普及を進める為に原価より高い価格普及を進める為に原価より高い価格

で買い取る固定価格買取制度で買い取る固定価格買取制度で買い取る固定価格買取制度で買い取る固定価格買取制度 （FIT：

Feed-in Tarif）を24年7月開始。

効果評価効果評価効果評価効果評価(太陽光発電で評価）：（太陽光発電で評価）：（太陽光発電で評価）：（太陽光発電で評価）：（1）約）約）約）約0.3%自給率アップ、（自給率アップ、（自給率アップ、（自給率アップ、（2）約）約）約）約0.1%CO2削減削減削減削減

（（（（3）太陽光パネルの約８割は中国製（）太陽光パネルの約８割は中国製（）太陽光パネルの約８割は中国製（）太陽光パネルの約８割は中国製（4）設備認定容量）設備認定容量）設備認定容量）設備認定容量2109万万万万kWの僅かの僅かの僅かの僅か1割導入割導入割導入割導入



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



全国全国全国全国18181818箇所、箇所、箇所、箇所、20202020プラント、プラント、プラント、プラント、

地熱地熱地熱地熱

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

公園法等規制緩和公園法等規制緩和公園法等規制緩和公園法等規制緩和

経産省試算経産省試算経産省試算経産省試算

2020202020202020年年年年 120120120120万㎾万㎾万㎾万㎾

2030203020302030年年年年 190190190190万㎾万㎾万㎾万㎾

水力、地熱発電、バイオの可能性

・明治時代から全国各地の河・明治時代から全国各地の河・明治時代から全国各地の河・明治時代から全国各地の河川川川川をををを開開開開発、発、発、発、戦後間戦後間戦後間戦後間もなくもなくもなくもなくままままで基で基で基で基幹幹幹幹電電電電源源源源（水（水（水（水主主主主火火火火従従従従）。）。）。）。

・・・・現在現在現在現在1931931931935555箇所、箇所、箇所、箇所、2222777788888888万万万万kWkWkWkWで電力の約で電力の約で電力の約で電力の約9999％を％を％を％を賄っ賄っ賄っ賄っている。ている。ている。ている。

・・・・今後今後今後今後は大規は大規は大規は大規模模模模水力に水力に水力に水力に適適適適した地した地した地した地点点点点のののの開開開開発は発は発は発はほぼ終了ほぼ終了ほぼ終了ほぼ終了、中、中、中、中小小小小規規規規模模模模のののの開開開開発が中発が中発が中発が中心心心心。。。。

水力水力水力水力
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最最最最大出力大出力大出力大出力55553333.4.4.4.4万万万万ＫＷｅＫＷｅＫＷｅＫＷｅ、全、全、全、全

電力の電力の電力の電力の0000....3333％、％、％、％、

公園法等規制緩和公園法等規制緩和公園法等規制緩和公園法等規制緩和

技術技術技術技術開開開開発発発発

2030203020302030年年年年 190190190190万㎾万㎾万㎾万㎾

環境省環境省環境省環境省HHHH22222222年度年度年度年度

「シナ「シナ「シナ「シナリリリリオ別オ別オ別オ別導入可能量導入可能量導入可能量導入可能量」」」」

108108108108～～～～555518181818万万万万kWkWkWkW

（温（温（温（温泉泉泉泉発電を含む）発電を含む）発電を含む）発電を含む）

・・・・2008200820082008年年年年3333月「改月「改月「改月「改定定定定京都議京都議京都議京都議定定定定書目標達成計画」書目標達成計画」書目標達成計画」書目標達成計画」で、で、で、で、2010201020102010年度に廃年度に廃年度に廃年度に廃棄棄棄棄物・物・物・物・バイオマバイオマバイオマバイオマス発ス発ス発ス発

電（電（電（電（ごごごごみ発電等）でみ発電等）でみ発電等）でみ発電等）で444444449999～～～～555588886666万万万万ｋｌｋｌｋｌｋｌ導入拡大導入拡大導入拡大導入拡大計画計画計画計画。。。。

・・・・現状現状現状現状ははははゴミゴミゴミゴミ発電発電発電発電主体主体主体主体にににに230230230230万万万万kWkWkWkW

・・・・今後今後今後今後はははは下下下下水汚水汚水汚水汚泥泥泥泥、家、家、家、家畜糞尿畜糞尿畜糞尿畜糞尿、、、、未利未利未利未利用用用用木材木材木材木材、、、、一般木材一般木材一般木材一般木材などのなどのなどのなどの利利利利用を固定価格買取制用を固定価格買取制用を固定価格買取制用を固定価格買取制

度度度度活活活活用で用で用で用で推推推推進。進。進。進。

バイオマバイオマバイオマバイオマスススス



●欧州●欧州●欧州●欧州ははははメメメメッッッッシュ型シュ型シュ型シュ型のののの系統構成系統構成系統構成系統構成でででで連携連携連携連携

●●●●各国各国各国各国間間間間はははは複数複数複数複数のののの連系点連系点連系点連系点ががががあああある（る（る（る（イイイイタリアの場タリアの場タリアの場タリアの場合合合合、ス、ス、ス、スイイイイススススとととと８８８８点点点点、、、、フフフフランスランスランスランスと４点と４点と４点と４点でででで連系連系連系連系）。）。）。）。

●●●●自自自自然然然然エネルギーの大量導入も容エネルギーの大量導入も容エネルギーの大量導入も容エネルギーの大量導入も容易易易易

EUの電力系統構成

【EUのののの系統構成系統構成系統構成系統構成】
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Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.



EUの天然ガスパイプライン網

パイプラインで繋がって

いるのは強みではあるが、

弱みもある。ロシアから

ウクライナ経由のパイプ

ランが2009年1月に価格

15

ランが2009年1月に価格

問題で一時ストップされ、

ドイツなどEU諸国にガス

ショックを与えた。これ

を反省し、ドイツは石炭

火力発電を増設した。



電力構成（欧州、2010年） 石炭24%その他9% 電力構成（日本、2010年）

石炭

27%

その他

3%
水力

7%

EUと日本の電源構成比較

OECOECOECOECDDDD欧欧欧欧州の発電電力州の発電電力州の発電電力州の発電電力量量量量構成と日本との比構成と日本との比構成と日本との比構成と日本との比較較較較

－欧－欧－欧－欧州州州州各各各各国は電力国は電力国は電力国は電力網網網網、天然ガス、天然ガス、天然ガス、天然ガスパパパパイプラインでイプラインでイプラインでイプラインで繋繋繋繋ががががっっっってててておおおおり、り、り、り、ドドドドイイイイツツツツ、スイス、、スイス、、スイス、、スイス、

イタリアが脱原子力となイタリアが脱原子力となイタリアが脱原子力となイタリアが脱原子力となっっっってもてもてもても全体全体全体全体構成は構成は構成は構成はああああまりまりまりまり変変変変化しない。化しない。化しない。化しない。
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24%
石油2%

天然ガス24%原子力26%

水力15%
総発電電力量：
3兆5987億kWh

27%

石油

9%

原子力

27%

天然ガス

27%

総発電電力量：

1兆713億kWh



風力風力風力風力

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ロシア国産石炭とロシア国産石炭とロシア国産石炭とロシアからからからからの天然ガス、またの天然ガス、またの天然ガス、またの天然ガス、ま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融融融通で成通で成通で成通で成立立立立。。。。

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年までに年までに年までに年までに閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖するするするする政策政策政策政策だが、だが、だが、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ははは世界世界世界世界10位位位位以以以以内内内内。。。。

ロシアのロシアのロシアのロシアの

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
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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

自国石炭自国石炭自国石炭自国石炭

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年から導入、太陽光の年から導入、太陽光の年から導入、太陽光の年から導入、太陽光の超過負担額超過負担額超過負担額超過負担額は年は年は年は年間間間間約約約約70億億億億ユユユユーーーー

ロ（ロ（ロ（ロ（ 2011年約年約年約年約7000億円）、億円）、億円）、億円）、今止今止今止今止めても将来めても将来めても将来めても将来20年年年年間負担間負担間負担間負担がががが続続続続く。電気代はく。電気代はく。電気代はく。電気代は13年年年年間間間間でででで2倍倍倍倍に。に。に。に。

・・・・政府政府政府政府はははは2012年年年年4月月月月に太陽光発電買取価格をに太陽光発電買取価格をに太陽光発電買取価格をに太陽光発電買取価格を20%（（（（以降毎以降毎以降毎以降毎年年年年12％％％％づづづづつ）つ）つ）つ）引引引引きききき下げ下げ下げ下げ、、、、

10,000kW以以以以上の上の上の上のメメメメガガガガソソソソーラーを買取対ーラーを買取対ーラーを買取対ーラーを買取対象象象象から外した。から外した。から外した。から外した。

・・・・過去世界一過去世界一過去世界一過去世界一の生産量をの生産量をの生産量をの生産量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太陽電の太陽電の太陽電の太陽電池メ池メ池メ池メーカーーカーーカーーカー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

席巻され席巻され席巻され席巻され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。

・・・・陸陸陸陸上風力は上風力は上風力は上風力はほぼ飽ほぼ飽ほぼ飽ほぼ飽和。和。和。和。洋洋洋洋上風力に上風力に上風力に上風力に期待期待期待期待、、、、北部北部北部北部からからからから南部南部南部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

計画計画計画計画はははは住民反住民反住民反住民反対対対対運動運動運動運動などでなどでなどでなどで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おおおららららずずずず、風力拡大の、風力拡大の、風力拡大の、風力拡大の最最最最大のネック。大のネック。大のネック。大のネック。

⇒⇒⇒⇒ドイツドイツドイツドイツの再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの再生可能エネルギー政策政策政策政策ははは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の再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの再生可能エネルギー政策政策政策政策ははは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



北欧４カ国の電源構成（ﾉﾙﾄﾞﾌﾟｰﾙ）

（（（（ＧＷＧＷＧＷＧＷh）））） ノノノノルルルルウウウウエーエーエーエー ススススウウウウエーエーエーエーデデデデンンンン デデデデンンンンママママークークークーク フィフィフィフィンランンランンランンランドドドド 合計合計合計合計 （％）

水力水力水力水力 140,663
(98.5)

68,429
(46.9)

27
(0.1)

16,889
(22.8)

226,008
(56.9)

原子力原子力原子力原子力 0 61,266
(42.0)

0 22,038
(29.7)

83,304
(21.0)

火力火力火力火力 1,147 14,331 27,644 34,948 78,070

19

火力火力火力火力 1,147
(0.8)

14,331
(9.8)

27,644
(79.8)

34,948
(47.1)

78,070
(19.6)

再生可能再生可能再生可能再生可能

ｴﾈﾙｷﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ

917
(0.6)

1,995
(1.4)

6,977
(20.1)

262
(0.4)

10,151
(2.6)

合合合合計計計計 142,727
(100.0)

146,021
(100.0)

34,648
(100.0)

74,137
(100.0)

397,533
(100.0)

（2008年データ；「電力自由化」（高橋洋）より）

（デンマーク以外は、元々国営電力会社）

人人人人口口口口 460万人万人万人万人 900万人万人万人万人 540万人万人万人万人 520万人万人万人万人 2420万人万人万人万人



１１１１．．．．我我我我がががが国国国国のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー問題問題問題問題のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状現状現状現状とととと欧州欧州欧州欧州

のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策のののの実態実態実態実態

２２２２．．．．我我我我がががが国国国国のののの歴史歴史歴史歴史、、、、世界世界世界世界のののの動向動向動向動向

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

このこのこのこの講演講演講演講演のののの内容内容内容内容

20

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

４４４４．．．．核燃料核燃料核燃料核燃料サイクルサイクルサイクルサイクル問題問題問題問題、、、、高高高高レベルレベルレベルレベル廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問

題題題題 、、、、40404040年問題年問題年問題年問題、、、、廃炉廃炉廃炉廃炉

５５５５．．．．2050205020502050年年年年エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策私案政策私案政策私案政策私案（（（（まとめまとめまとめまとめ））））

６６６６．．．．技術者技術者技術者技術者にににに求求求求められるめられるめられるめられる資質資質資質資質



・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

改良改良改良改良技術（技術（技術（技術（ＡＢＷＲＡＢＷＲＡＢＷＲＡＢＷＲ、、、、

ＡＰＷＲＡＰＷＲＡＰＷＲＡＰＷＲ等）等）等）等）採採採採用用用用

通通通通産省産省産省産省改良標準改良標準改良標準改良標準化化化化

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



わが国の原子力発電所の計画外停止は世界一少ない

1960年代年代年代年代からからからからの国産化の国産化の国産化の国産化導導導導入の入の入の入の過程過程過程過程での設備での設備での設備での設備信頼性向上信頼性向上信頼性向上信頼性向上のののの努努努努力により、故力により、故力により、故力により、故

障障障障がががが少少少少なくなくなくなく計画計画計画計画外外外外停止停止停止停止がががが世界世界世界世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ててて内内内内部事部事部事部事象象象象による事故発生をによる事故発生をによる事故発生をによる事故発生を

未未未未然に然に然に然に防止防止防止防止し、安し、安し、安し、安全性向上全性向上全性向上全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、高品日本の技術力、高品日本の技術力、高品日本の技術力、高品質質質質、高、高、高、高信頼性信頼性信頼性信頼性

22

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所は設備が国の原子力発電所は設備が国の原子力発電所は設備が国の原子力発電所は設備信頼性信頼性信頼性信頼性、電源、電源、電源、電源信頼性共信頼性共信頼性共信頼性共に高く、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な安な安な安全性全性全性全性をををを確確確確保していると保していると保していると保していると自信自信自信自信をををを持っ持っ持っ持った。た。た。た。

⇒⇒⇒⇒1990年以年以年以年以降降降降、“、“、“、“慢心慢心慢心慢心”してしま”してしま”してしま”してしまっっっった。た。た。た。

3-5-17



世界各国の発電電力量と原子力発電の割合

電源の構成は各国の資源量や政策等により異なる。

世界の電源の約40%は石炭、原子力は約13%。

23



現在現在現在現在444429292929基基基基運運運運転中、転中、転中、転中、建建建建設中設中設中設中76767676基、基、基、基、計画計画計画計画中中中中99997777基、基、基、基、2030203020302030年には年には年には年には22225555～～～～100100100100％増加％増加％増加％増加

世界の原子力発電所の現状と2030年の予測

中国：建設中32、

計画中23

24
25年8月総合エネルギー調査会基本政策分科会資料より

23



原子力プラントメーカーの変遷

25

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､､､､ﾍﾞﾄﾅﾑとﾍﾞﾄﾅﾑとﾍﾞﾄﾅﾑとﾍﾞﾄﾅﾑとの原子力の原子力の原子力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と協と協と協と協定定定定調印調印調印調印、、、、ｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞ、、、、南ｱﾌﾘｶと南ｱﾌﾘｶと南ｱﾌﾘｶと南ｱﾌﾘｶとももも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

とととともももも交渉準交渉準交渉準交渉準備中。備中。備中。備中。 25年8月総合エネルギー調査会基本政策分科会資料より



世界の原子力開発への我が国の協力状況

アトメア社（三菱重工・アトメア社（三菱重工・アトメア社（三菱重工・アトメア社（三菱重工・AREVA））））

26

英国：日立・英国：日立・英国：日立・英国：日立・GEがホライズン社（元独資本）を買収し、ウイルファ、オールドベリー両サイトにがホライズン社（元独資本）を買収し、ウイルファ、オールドベリー両サイトにがホライズン社（元独資本）を買収し、ウイルファ、オールドベリー両サイトにがホライズン社（元独資本）を買収し、ウイルファ、オールドベリー両サイトにABWR建設計画、建設計画、建設計画、建設計画、

東芝もニューゼネレーション社（仏西出資）を買収交渉、東芝もニューゼネレーション社（仏西出資）を買収交渉、東芝もニューゼネレーション社（仏西出資）を買収交渉、東芝もニューゼネレーション社（仏西出資）を買収交渉、W社社社社AP-1000計画計画計画計画



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中の原子炉は大転中の原子炉は大転中の原子炉は大転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れ優れ優れ優れたたたたGEN-ⅢⅢⅢⅢ、、、、GEN-ⅢⅢⅢⅢ＋＋＋＋をををを建建建建設設設設

次世代の原子力発電の開発状況

日本も高経年炉をGEN－Ⅲ＋に

リプレースすべき

27

ATMEA1



１１１１．．．．我我我我がががが国国国国のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー問題問題問題問題のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状現状現状現状とととと欧州欧州欧州欧州

のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策のののの実態実態実態実態

２２２２．．．．我我我我がががが国国国国のののの歴史歴史歴史歴史、、、、世界世界世界世界のののの動向動向動向動向

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

このこのこのこの講演講演講演講演のののの内容内容内容内容

28

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

４４４４．．．．核燃料核燃料核燃料核燃料サイクルサイクルサイクルサイクル問題問題問題問題、、、、高高高高レベルレベルレベルレベル廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問

題題題題 、、、、40404040年問題年問題年問題年問題、、、、廃炉廃炉廃炉廃炉

５５５５．．．．2050205020502050年年年年エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策私案政策私案政策私案政策私案（（（（まとめまとめまとめまとめ））））

６６６６．．．．技術者技術者技術者技術者にににに求求求求められるめられるめられるめられる資質資質資質資質



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

（（（（低頻低頻低頻低頻度度度度災災災災害の考慮不害の考慮不害の考慮不害の考慮不足足足足、日、日、日、日本本本本の電の電の電の電源源源源信頼性は高信頼性は高信頼性は高信頼性は高

いのでいのでいのでいので長長長長時時時時間間間間の全電の全電の全電の全電源喪失源喪失源喪失源喪失は考は考は考は考ええええなくてもなくてもなくてもなくても良良良良いいいいととととしてしてしてして

いた。）いた。）いた。）いた。）（（（（注注注注：自：自：自：自然循然循然循然循環で炉環で炉環で炉環で炉心冷却す心冷却す心冷却す心冷却するるるるICICICICがががが作動作動作動作動したが、したが、したが、したが、

直流直流直流直流電電電電源喪失源喪失源喪失源喪失によりによりによりにより機機機機能能能能停止停止停止停止した）した）した）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

＜＜＜＜事故の経事故の経事故の経事故の経過＞過＞過＞過＞

地地地地震震震震発生発生発生発生

原子原子原子原子炉核反応停止炉核反応停止炉核反応停止炉核反応停止

非常非常非常非常用炉心冷却作用炉心冷却作用炉心冷却作用炉心冷却作動動動動

大大大大津波津波津波津波発生発生発生発生
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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

（（（（過酷過酷過酷過酷事故対事故対事故対事故対策策策策は事業は事業は事業は事業者者者者自自自自主判断と主判断と主判断と主判断とし、し、し、し、危機管危機管危機管危機管理対理対理対理対

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

・・・・推推推推進進進進////規制が規制が規制が規制が同居同居同居同居、原子力安全・、原子力安全・、原子力安全・、原子力安全・保保保保安安安安院院院院////原子力安原子力安原子力安原子力安

全全全全委員委員委員委員会の会の会の会の2222重重重重体体体体制制制制

・原子炉安全、放射能安全、・原子炉安全、放射能安全、・原子炉安全、放射能安全、・原子炉安全、放射能安全、食品食品食品食品安全等安全等安全等安全等縦縦縦縦割り行割り行割り行割り行政政政政

・・・・専門専門専門専門性性性性と独と独と独と独立性の立性の立性の立性の欠如欠如欠如欠如

・設・設・設・設計指針計指針計指針計指針のののの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな改改改改正正正正のののの怠慢怠慢怠慢怠慢

全全全全電源電源電源電源喪失喪失喪失喪失

非常非常非常非常用炉心冷却停止用炉心冷却停止用炉心冷却停止用炉心冷却停止

炉心溶融炉心溶融炉心溶融炉心溶融

水水水水素素素素発生・発生・発生・発生・漏え漏え漏え漏えいいいい

水水水水素爆素爆素爆素爆発発発発

放射放射放射放射能能能能放出放出放出放出

被害拡被害拡被害拡被害拡大大大大



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
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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

女女女女川川川川：：：：建建建建設時に設時に設時に設時に貞観貞観貞観貞観地地地地震震震震をををを研究研究研究研究し、し、し、し、敷敷敷敷

地高地高地高地高ささささをををを14.8ｍｍｍｍととととした。した。した。した。

福島第福島第福島第福島第1-5・・・・6号号号号：：：：空空空空冷冷冷冷DGがががが運運運運転転転転継継継継

続続続続でき、炉でき、炉でき、炉でき、炉心冷却心冷却心冷却心冷却継継継継続続続続できた。できた。できた。できた。

福島第福島第福島第福島第2：：：：1号号号号は外は外は外は外部部部部電電電電源源源源、、、、2・・・・3・・・・4号号号号

30

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」

福島第福島第福島第福島第2：：：：1号号号号は外は外は外は外部部部部電電電電源源源源、、、、2・・・・3・・・・4号号号号

はははは津波津波津波津波で海水で海水で海水で海水冷却停止冷却停止冷却停止冷却停止したが、したが、したが、したが、モモモモーーーー

ターのターのターのターの緊急手配＆緊急手配＆緊急手配＆緊急手配＆電電電電線線線線仮仮仮仮設により、設により、設により、設により、

炉炉炉炉心冷却心冷却心冷却心冷却再再再再開開開開できた。できた。できた。できた。

東海東海東海東海2号号号号：：：：県県県県のののの指指指指導により、導により、導により、導により、防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤のののの

増設を増設を増設を増設を終え終え終え終えたたたた直後直後直後直後に大に大に大に大震震震震災災災災発生。発生。発生。発生。



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など、炉心損傷事故防止対策強化電源及び冷却源確保の強化など、炉心損傷事故防止対策強化電源及び冷却源確保の強化など、炉心損傷事故防止対策強化電源及び冷却源確保の強化など、炉心損傷事故防止対策強化

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

新規制基準の基本方針（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

（（（（堅堅堅堅牢牢牢牢なななな機機機機器器器器設備設備設備設備ととと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

（影響拡大（影響拡大（影響拡大（影響拡大防防防防止止止止の設備の設備の設備の設備とととと訓練訓練訓練訓練の備の備の備の備ええええ））））



新規制基準による安全対策強化のイメージ図
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対策の詳細や動画による解説は、九州電力ホームページ

「原子力発電所の安全確保に向けた取組みについて」を参照下さい。

http://www.kyuden.co.jp/torikumi_nuclear_movie03.html



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

畑村委畑村委畑村委畑村委員長の所員長の所員長の所員長の所感感感感

①あ①あ①あ①ありりり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。る。る。る。あああありりりり得得得得ないとないとないとないと思うこ思うこ思うこ思うこともともともとも起こ起こ起こ起こる。る。る。る。

②見②見②見②見たくないものはたくないものはたくないものはたくないものは見え見え見え見えない。ない。ない。ない。見見見見たいものがたいものがたいものがたいものが見え見え見え見える。る。る。る。

③③③③可能な可能な可能な可能な限限限限りのりのりのりの想定想定想定想定とととと十分十分十分十分な準備をする。な準備をする。な準備をする。な準備をする。

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能しない。ただけでは機能しない。ただけでは機能しない。ただけでは機能しない。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。

⑤全⑤全⑤全⑤全てはてはてはては変わ変わ変わ変わるのでるのでるのでるのでああああり、り、り、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。

⑥⑥⑥⑥危危危危険険険険の存在をの存在をの存在をの存在を認め認め認め認め、危、危、危、危険険険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・・・・行行行行動する動する動する動するこここことが重要でとが重要でとが重要でとが重要でああああるるる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、
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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・・・・行行行行動する動する動する動するこここことが重要でとが重要でとが重要でとが重要でああああるるる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、

そのよそのよそのよそのよううううな能力をな能力をな能力をな能力を涵養涵養涵養涵養するするするするこここことが重要でとが重要でとが重要でとが重要であああある。る。る。る。



東京電力の「原子力安全改革プラン」

『『『『原子力安原子力安原子力安原子力安全全全全改改改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日日日日公公公公表）表）表）表）

「「「「対対対対策１」策１」策１」策１」経経経経営層から営層から営層から営層からの改の改の改の改革革革革

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。また過酷過酷過酷過酷事故対事故対事故対事故対策策策策のののの必要必要必要必要性を認める性を認める性を認める性を認めるとととと原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電

所が安全で所が安全で所が安全で所が安全でああああるるるるここここととととをををを説説説説明明明明すすすするるるるここここととととがががが困難困難困難困難になるになるになるになるとととと考考考考ええええ、、、、規制事規制事規制事規制事項項項項とすとすとすとするるるるここここととととに強くに強くに強くに強く反反反反対。対。対。対。

②②②②想想想想定を上定を上定を上定を上回回回回るるるる津波津波津波津波が来る可能性はが来る可能性はが来る可能性はが来る可能性は低低低低いいいいと判断と判断と判断と判断し、し、し、し、深深深深層層層層防護防護防護防護の備の備の備の備ええええを行を行を行を行わわわわなかなかなかなかっっっった。た。た。た。

③③③③過酷過酷過酷過酷事故や事故や事故や事故や複数複数複数複数号号号号機機機機のののの同同同同時被時被時被時被災災災災がががが起こ起こ起こ起こるるるるとととと考考考考えずえずえずえず、事故対応の備、事故対応の備、事故対応の備、事故対応の備ええええが不が不が不が不十十十十分分分分 。。。。

35

「「「「対対対対策１」策１」策１」策１」経経経経営層から営層から営層から営層からの改の改の改の改革革革革

「「「「対対対対策２」策２」策２」策２」経経経経営層営層営層営層へのへのへのへ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）

「「「「対対対対策３」深層防護策３」深層防護策３」深層防護策３」深層防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

「「「「対対対対策４」策４」策４」策４」リスクコミュニケーション活動のリスクコミュニケーション活動のリスクコミュニケーション活動のリスクコミュニケーション活動の充実充実充実充実：：：：「リスクコミュニケーター」を

設置、5月末現在20名選任

「「「「対対対対策５」策５」策５」策５」発電所発電所発電所発電所及び及び及び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

「「「「対対対対策６」策６」策６」策６」平常時の発電所平常時の発電所平常時の発電所平常時の発電所組織組織組織組織のののの見直見直見直見直しとしとしとしと直営直営直営直営技術力技術力技術力技術力強強強強化化化化



（（（（狙狙狙狙い）い）い）い）

①①①①政政政政治からの治からの治からの治からの独独独独立性立性立性立性

②②②②規制規制規制規制と利と利と利と利用の分用の分用の分用の分離離離離

③③③③原子力安全規制に原子力安全規制に原子力安全規制に原子力安全規制に係係係係るるるる関係関係関係関係業業業業務務務務のののの一一一一元元元元化化化化

④新④新④新④新安全規制安全規制安全規制安全規制と危機管と危機管と危機管と危機管理理理理体体体体制の強化、制の強化、制の強化、制の強化、整整整整備備備備

⑤⑤⑤⑤組織組織組織組織文文文文化の化の化の化の変革変革変革変革、、、、優れ優れ優れ優れた人た人た人た人材材材材のののの養養養養成成成成・確・確・確・確保保保保などなどなどなど専門専門専門専門性性性性

原子力規制組織の改革（平成24年9月19日発足）

（委員）（委員）（委員）（委員）

田中俊一（委員長）田中俊一（委員長）田中俊一（委員長）田中俊一（委員長）

島崎邦島崎邦島崎邦島崎邦彦彦彦彦

更田豊更田豊更田豊更田豊志志志志

中中中中村佳代村佳代村佳代村佳代子子子子

大島大島大島大島賢三賢三賢三賢三

事故の事故の事故の事故の背景背景背景背景にはにはにはには我我我我が国の原子力が国の原子力が国の原子力が国の原子力規制行政規制行政規制行政規制行政の積年のの積年のの積年のの積年の問題問題問題問題ががががあっあっあっあった。た。た。た。
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発足1年後の厳しい評価

＜全＜全＜全＜全国国国国紙紙紙紙の社の社の社の社説から＞説から＞説から＞説から＞

(産経）産経）産経）産経）

「規制委「規制委「規制委「規制委はははは『『『『三三三三条委条委条委条委員会員会員会員会』』』』として高いとして高いとして高いとして高い独立性独立性独立性独立性を保を保を保を保証証証証されているのだが、されているのだが、されているのだが、されているのだが、唯我独唯我独唯我独唯我独

尊尊尊尊のののの姿勢姿勢姿勢姿勢では、安では、安では、安では、安全性全性全性全性とととと稼働率稼働率稼働率稼働率といといといというううう、国の発、国の発、国の発、国の発展展展展にににに必必必必要な要な要な要な２２２２大要大要大要大要素素素素のののの両立両立両立両立がががが

望め望め望め望めないないないない」」」」、、、、「「「「活活活活断層調査断層調査断層調査断層調査では、では、では、では、有識者から有識者から有識者から有識者から、、、、過去過去過去過去の安の安の安の安全審査全審査全審査全審査にににに当当当当たたたたっっっった専た専た専た専門門門門

家家家家をををを排排排排除するなど、除するなど、除するなど、除するなど、著著著著しくしくしくしく中立性中立性中立性中立性をををを疑わせ疑わせ疑わせ疑わせる事る事る事る事態態態態がががが続続続続いているいているいているいている」」」」、、、、「「「「その活動その活動その活動その活動

をしをしをしをしっかっかっかっかりりりり監視監視監視監視する機する機する機する機関関関関もももも不不不不可可可可欠欠欠欠だだだだ」」」」、、、、「「「「原発の安原発の安原発の安原発の安全確全確全確全確保は保は保は保は当当当当然だが、然だが、然だが、然だが、「「「「国民国民国民国民

の生の生の生の生命命命命、、、、健康及び財健康及び財健康及び財健康及び財産の保産の保産の保産の保護護護護、環境の保、環境の保、環境の保、環境の保全」全」全」全」ををををううううたたたたっっっったたたた規制委規制委規制委規制委設置設置設置設置法法法法第第第第３条３条３条３条

もももも「忘「忘「忘「忘れないでもれないでもれないでもれないでもららららいたいいたいいたいいたい」」」」
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もももも「忘「忘「忘「忘れないでもれないでもれないでもれないでもららららいたいいたいいたいいたい」」」」

(読売読売読売読売）））） ８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日付読売付読売付読売付読売社社社社説説説説

関西関西関西関西電力大電力大電力大電力大飯飯飯飯原発原発原発原発敷敷敷敷地地地地内内内内のののの断層断層断層断層を評価するを評価するを評価するを評価する規制委規制委規制委規制委の専の専の専の専門家チ門家チ門家チ門家チーーーームムムムのののの議論議論議論議論

ににににつつつついて、いて、いて、いて、「根拠「根拠「根拠「根拠なしになしになしになしに『『『『（活（活（活（活断層断層断層断層ががががあああある可能る可能る可能る可能性性性性は高いと）は高いと）は高いと）は高いと）思う』思う』思う』思う』とととと唱え唱え唱え唱えるのは、るのは、るのは、るのは、

ああああまりにまりにまりにまりに乱暴乱暴乱暴乱暴だだだだ」「こ」「こ」「こ」「これでれでれでれで科科科科学学学学的的的的なななな議論議論議論議論とととと言え言え言え言えるだるだるだるだろうかろうかろうかろうか。大いに。大いに。大いに。大いに疑問疑問疑問疑問ででででああああるるるる」」」」

（日経）（日経）（日経）（日経）

「独立性「独立性「独立性「独立性とととと中立性中立性中立性中立性のののの確確確確保では保では保では保では前前前前進が進が進が進があっあっあっあったたたた」」」」、、、、「独立性「独立性「独立性「独立性をををを強調強調強調強調するするするするああああまり、電まり、電まり、電まり、電

力会社力会社力会社力会社やややや原発原発原発原発立立立立地地地地自治体自治体自治体自治体などとの対話をなどとの対話をなどとの対話をなどとの対話を欠欠欠欠いたのはいたのはいたのはいたのは反省点反省点反省点反省点だだだだ」「」「」「」「

活活活活断層断層断層断層評価評価評価評価から過去から過去から過去から過去の安の安の安の安全審査全審査全審査全審査にににに関わっ関わっ関わっ関わった専た専た専た専門家門家門家門家をををを排排排排除したのは除したのは除したのは除したのは適切適切適切適切だだだだっっっっ

たたたたろうか」ろうか」ろうか」ろうか」



(毎毎毎毎日）日）日）日）
「「「「活活活活断層調査断層調査断層調査断層調査にににに意欲的意欲的意欲的意欲的に取りに取りに取りに取り組ん組ん組ん組んできたできたできたできたこここことは評価したいとは評価したいとは評価したいとは評価したい」」」」

「「「「電力会社は電力会社は電力会社は電力会社は反反反反発しているが、発しているが、発しているが、発しているが、規制委規制委規制委規制委が推進が推進が推進が推進側から独立側から独立側から独立側から独立した成した成した成した成果果果果の一の一の一の一つつつつだだだだ」」」」

「調査「調査「調査「調査でででで有識者有識者有識者有識者のののの意見意見意見意見がががが完完完完全全全全に一に一に一に一致致致致するとはするとはするとはするとは限ら限ら限ら限らないものの、安ないものの、安ないものの、安ないものの、安全性全性全性全性をををを確確確確保保保保

するするするする立立立立場場場場からからからから、、、、規制委規制委規制委規制委はははは『疑わ『疑わ『疑わ『疑わしきはクロしきはクロしきはクロしきはクロ』』』』をををを貫貫貫貫いていていていてほほほほしいしいしいしい」」」」

(朝朝朝朝日）日）日）日）２２２２月月月月２２２２００００日日日日付付付付社社社社説説説説

「規制委「規制委「規制委「規制委批批批批判判判判ののののピピピピンンンンぼぼぼぼけけけけ」」」」とのとのとのとの見出見出見出見出し、し、し、し、「規制委「規制委「規制委「規制委は、は、は、は、科科科科学学学学的的的的なななな見見見見地に地に地に地に判断基判断基判断基判断基準を準を準を準を

絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ、、、、厳格厳格厳格厳格なななな姿勢姿勢姿勢姿勢をををを貫貫貫貫いているいているいているいている」」」」

発足1年後の厳しい評価(続き）
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大大大大前前前前研研研研一・一・一・一・東東東東電原子力改電原子力改電原子力改電原子力改革監視委革監視委革監視委革監視委員（員（員（員（８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日付毎付毎付毎付毎日日日日新聞朝刊新聞朝刊新聞朝刊新聞朝刊））））

原子力原子力原子力原子力規制委規制委規制委規制委は活は活は活は活断層断層断層断層とととと分か分か分か分かれれれればばばば再再再再稼働稼働稼働稼働はははは中止中止中止中止だといだといだといだといううううが、活が、活が、活が、活断層断層断層断層によによによによっっっってててて

どどどどんんんんな地な地な地な地震震震震がががが起起起起きるのきるのきるのきるのかかかか、原子、原子、原子、原子炉炉炉炉はそれにはそれにはそれにはそれに耐え耐え耐え耐えるよるよるよるよううううに設に設に設に設計計計計されているのされているのされているのされているのかかかかをををを

検検検検証証証証したしたしたしたうえうえうえうえで、で、で、で、補補補補強か停止か強か停止か強か停止か強か停止かをををを判断判断判断判断すれすれすれすればばばばいい。いい。いい。いい。((((中中中中略略略略））））こうこうこうこういいいいうううう安安安安易易易易な発な発な発な発想想想想のののの

メメメメンバーは交代さンバーは交代さンバーは交代さンバーは交代させせせせるべきだ。民るべきだ。民るべきだ。民るべきだ。民主党主党主党主党政政政政権権権権はははは福島福島福島福島事故の原事故の原事故の原事故の原因因因因をををを『『『『想定想定想定想定をををを超え超え超え超えるるるる

津波津波津波津波』』』』とととと説説説説明明明明したが間したが間したが間したが間違違違違いだ。原いだ。原いだ。原いだ。原因因因因はははは全全全全電源電源電源電源喪失喪失喪失喪失。原。原。原。原因因因因はははは完完完完全全全全にににに克服克服克服克服できるとできるとできるとできると

思う思う思う思う。。。。冷冷冷冷静静静静にににに分分分分析析析析すれすれすれすればばばば再発再発再発再発防止策防止策防止策防止策ははははああああるるるる」「」「」「」「日本が日本が日本が日本がここここのまま原子力をのまま原子力をのまま原子力をのまま原子力を永遠永遠永遠永遠にににに

やめやめやめやめるのはるのはるのはるのは敗敗敗敗北北北北思想思想思想思想だ。だ。だ。だ。福島福島福島福島事故を事故を事故を事故を乗乗乗乗りりりり越越越越ええええててててここここそ工業国そ工業国そ工業国そ工業国家家家家だだだだ」」」」 規制委規制委規制委規制委員会員会員会員会

のののの仕仕仕仕事事事事ぶぶぶぶりは、りは、りは、りは、ハハハハーーーードドドドににににばばばばかかかかりりりりここここだだだだわわわわりりりり過過過過ぎぎぎぎる。る。る。る。全体全体全体全体をををを見見見見渡渡渡渡すすすすソフソフソフソフトが重要だ。トが重要だ。トが重要だ。トが重要だ。



１ ２ ３ ４ ５ ６ ７１ ２１ ２１ ３ １ ３２１ ２ ３１
２

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
5電力、14発電所が再稼動の安全審査中

25年年年年9月停止月停止月停止月停止

建設中、準備中建設中、準備中建設中、準備中建設中、準備中
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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

再稼動安全審査中



１１１１．．．．我我我我がががが国国国国のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー問題問題問題問題のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状現状現状現状とととと欧州欧州欧州欧州

のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策のののの実態実態実態実態

２２２２．．．．我我我我がががが国国国国のののの歴史歴史歴史歴史、、、、世界世界世界世界のののの動向動向動向動向

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

このこのこのこの講演講演講演講演のののの内容内容内容内容
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３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

４４４４．．．．核燃料核燃料核燃料核燃料サイクルサイクルサイクルサイクル問題問題問題問題、、、、高高高高レベルレベルレベルレベル廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問

題題題題 、、、、40404040年問題年問題年問題年問題、、、、廃炉廃炉廃炉廃炉

５５５５．．．．2050205020502050年年年年エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策私案政策私案政策私案政策私案（（（（まとめまとめまとめまとめ））））

６６６６．．．．技術者技術者技術者技術者にににに求求求求められるめられるめられるめられる資質資質資質資質



原子燃料原子燃料原子燃料原子燃料リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル

� 「「「「原子燃料原子燃料原子燃料原子燃料ササササイクルイクルイクルイクル」」」」とは、原子力発電所のとは、原子力発電所のとは、原子力発電所のとは、原子力発電所の使使使使用用用用済燃料を再済燃料を再済燃料を再済燃料を再処処処処理する理する理する理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ニウしたウランとプルトニウしたウランとプルトニウしたウランとプルトニウムムムムを再を再を再を再利利利利用用用用するするするするここここと。と。と。と。

� 限限限限りりりりああああるウラン資源をるウラン資源をるウラン資源をるウラン資源を有有有有効利効利効利効利用用用用し、エネルギーの安し、エネルギーの安し、エネルギーの安し、エネルギーの安定確定確定確定確保に保に保に保に貢献貢献貢献貢献。。。。

� 放射性放射性放射性放射性廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量をををを減減減減ららららすすすすこここことができる。とができる。とができる。とができる。

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）
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再処理工場再処理工場再処理工場再処理工場（（（（青森県六青森県六青森県六青森県六ヶヶヶヶ所所所所村村村村））））
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54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

サイクルサイクルサイクルサイクル

［［［［現在現在現在現在］］］］

高速増殖炉高速増殖炉高速増殖炉高速増殖炉

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
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高レベル放射性廃棄物とは

新燃料新燃料新燃料新燃料

（（（（U235：：：：4.5％、％、％、％、U238:残り）残り）残り）残り）

原子炉で核分裂原子炉で核分裂原子炉で核分裂原子炉で核分裂

使用済み燃料使用済み燃料使用済み燃料使用済み燃料

（（（（核分裂生成物：核分裂生成物：核分裂生成物：核分裂生成物：4.7％％％％、、、、U235:1.1%、、、、Pu239:1%、、、、U238:残り）残り）残り）残り）
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MOX燃料燃料燃料燃料

再処理再処理再処理再処理

U235,238 核分裂生成物核分裂生成物核分裂生成物核分裂生成物Pu239

高レベル放射性廃高レベル放射性廃高レベル放射性廃高レベル放射性廃棄棄棄棄物物物物

フフフフィィィィンランド、ンランド、ンランド、ンランド、

ススススゥゥゥゥエーエーエーエーデデデデン、ン、ン、ン、

米米米米国な国な国な国などどどど

（（（（核分裂生成物：核分裂生成物：核分裂生成物：核分裂生成物：4.7％％％％、、、、U235:1.1%、、、、Pu239:1%、、、、U238:残り）残り）残り）残り）

《《《《原子燃料リ原子燃料リ原子燃料リ原子燃料リササササイクルイクルイクルイクル》》》》 《《《《深深深深地地地地層層層層処処処処分分分分》》》》

フランス、日フランス、日フランス、日フランス、日本本本本

ななななどどどど



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、、、、重重重重量約量約量約量約500kg⇒⇒⇒⇒2020年に約年に約年に約年に約4万万万万本本本本

高高高高レベレベレベレベルルルル廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をガラスとをガラスとをガラスとをガラスと共共共共にににに溶融溶融溶融溶融しガラスしガラスしガラスしガラス固固固固化化化化体体体体とし、まとし、まとし、まとし、まず約ず約ず約ず約50年地年地年地年地上上上上保保保保
管管管管冷却冷却冷却冷却後後後後、オーバー、オーバー、オーバー、オーバーパパパパック、ック、ック、ック、緩衝材緩衝材緩衝材緩衝材（（（（人人人人工バリア）で工バリア）で工バリア）で工バリア）で覆覆覆覆い、地下にい、地下にい、地下にい、地下に半永久貯蔵半永久貯蔵半永久貯蔵半永久貯蔵
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約約約約40年年年年間間間間分の高分の高分の高分の高レベレベレベレベル廃ル廃ル廃ル廃棄棄棄棄物を物を物を物を貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵すすすするにるにるに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）



これまでの立地選定プロセスと反省
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《《《《総総総総合資源エネルギー合資源エネルギー合資源エネルギー合資源エネルギー調査調査調査調査会原子力小会原子力小会原子力小会原子力小委委委委員会員会員会員会放射性放射性放射性放射性廃棄物ＷＧ廃棄物ＷＧ廃棄物ＷＧ廃棄物ＷＧ》》》》

◆◆◆◆ここここれまでの取れまでの取れまでの取れまでの取組組組組・・・・制制制制度に度に度に度におおおおけるけるけるける国としての国としての国としての国としての反省反省反省反省

１：１：１：１：処処処処分分分分事業の事業の事業の事業の必必必必要要要要性性性性・安・安・安・安全性全性全性全性に対する理解・合に対する理解・合に対する理解・合に対する理解・合意意意意がががが不不不不足足足足していた。していた。していた。していた。

２：２：２：２： 政政政政府府府府としてのコミット（本としてのコミット（本としてのコミット（本としてのコミット（本気気気気度）が度）が度）が度）が不十分不十分不十分不十分だだだだっっっった。た。た。た。

３：３：３：３： 当当当当該場該場該場該場所で所で所で所で文文文文献献献献調査調査調査調査をををを行うこ行うこ行うこ行うことにとにとにとにつつつついての地いての地いての地いての地元元元元がががが負負負負う説う説う説う説明責任明責任明責任明責任、、、、説説説説明負担明負担明負担明負担

が重すが重すが重すが重すぎぎぎぎる。る。る。る。

４：４：４：４： 調査や調査や調査や調査や処処処処分分分分事業に対する地事業に対する地事業に対する地事業に対する地域住域住域住域住民の民の民の民の参加参加参加参加の在りの在りの在りの在り方方方方がががが不不不不明明明明確確確確だだだだっっっった。た。た。た。



《《《《25252525年年年年10101010月月月月11117777日、日、日、日、安安安安倍総倍総倍総倍総理国会理国会理国会理国会答弁答弁答弁答弁（（（（衆院衆院衆院衆院本会本会本会本会議議議議渡辺渡辺渡辺渡辺議議議議員代表員代表員代表員代表質問質問質問質問答弁答弁答弁答弁））））

（（（（使使使使用用用用済済済済みみみみ燃料の最燃料の最燃料の最燃料の最終処終処終処終処分分分分場場場場ににににつつつついていていていて））））「「「「最最最最終処終処終処終処分分分分方方方方法法法法としての地としての地としての地としての地層層層層処処処処分分分分

は、は、は、は、２２２２００００年以年以年以年以上上上上ににににわわわわたるたるたるたる調査調査調査調査研究研究研究研究のののの結果結果結果結果我我我我が国にが国にが国にが国におおおおいても技術いても技術いても技術いても技術的的的的にににに実実実実

現可能で現可能で現可能で現可能でああああると評価されている。もると評価されている。もると評価されている。もると評価されている。もちろんちろんちろんちろん、最、最、最、最終処終処終処終処分制分制分制分制度の度の度の度の創創創創設以設以設以設以降１降１降１降１００００

年以年以年以年以上上上上を経た現在もを経た現在もを経た現在もを経た現在も処処処処分分分分地地地地選選選選定定定定にににに着手着手着手着手できていないできていないできていないできていない状況状況状況状況をををを真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けけけけ

止め止め止め止めなけれなけれなけれなければばばばななななららららない。ない。ない。ない。国として国として国として国として処処処処分分分分地地地地選選選選定定定定にににに向向向向けた取りけた取りけた取りけた取り組み組み組み組みのののの強強強強化を化を化を化を

責任責任責任責任をををを持っ持っ持っ持ってててて検討検討検討検討していくしていくしていくしていく」」」」

安倍総理の国会答弁
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◆◆◆◆放射性廃放射性廃放射性廃放射性廃棄棄棄棄物物物物WGににににおおおおけけけけるるるる論論論論点点点点

論論論論点Ａ点Ａ点Ａ点Ａ：：：： 原子力原子力原子力原子力政策と政策と政策と政策とのののの関係関係関係関係をどのよをどのよをどのよをどのよううううにににに整整整整理理理理すすすするか。るか。るか。るか。

論論論論点Ｂ点Ｂ点Ｂ点Ｂ：：：：現世現世現世現世代代代代ととととしての取組しての取組しての取組しての取組はどはどはどはどううううああああるべきか。るべきか。るべきか。るべきか。

（（（（１１１１））））現世現世現世現世代代代代ととととしてしてしてして責任責任責任責任あああある対処る対処る対処る対処ととととはははは何何何何か。か。か。か。

（２）我が国に（２）我が国に（２）我が国に（２）我が国におおおおいて、いて、いて、いて、現現現現時時時時点点点点でででで有望有望有望有望なななな最終最終最終最終処分処分処分処分方方方方法法法法はははは何何何何か。か。か。か。

（（（（３３３３））））将来将来将来将来世世世世代の代の代の代の柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性をいかに確をいかに確をいかに確をいかに確保す保す保す保するか。るか。るか。るか。

論論論論点点点点ＣＣＣＣ：：：： 国国国国民民民民・地・地・地・地域域域域の信頼をの信頼をの信頼をの信頼を得得得得るべく、るべく、るべく、るべく、処分処分処分処分推推推推進進進進体体体体制制制制をどをどをどをどうううう改改改改善善善善すすすすべきか。べきか。べきか。べきか。

論論論論点点点点ＤＤＤＤ：：：： 国国国国民民民民・地・地・地・地域域域域の信頼をの信頼をの信頼をの信頼を得得得得るべく、るべく、るべく、るべく、立地立地立地立地選選選選定プロ定プロ定プロ定プロセセセセススススをどをどをどをどううううよよよよううううにににに改改改改善善善善すすすすべきか。べきか。べきか。べきか。

＜＜＜＜放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物WGWGWGWGにににに於於於於けるけるけるける論点論点論点論点＞＞＞＞



世界各国の処分の進捗状況

46

欧欧欧欧州州州州各各各各国では国では国では国では当当当当初激初激初激初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、その反省から反省から反省から反省から市民との対話を積市民との対話を積市民との対話を積市民との対話を積

みみみみ重重重重ねねねねて、て、て、て、自分自分自分自分達達達達のののの問題問題問題問題ででででああああるとるとると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。



＜我＜我＜我＜我が国原子力発電所の年が国原子力発電所の年が国原子力発電所の年が国原子力発電所の年令＞令＞令＞令＞＜我＜我＜我＜我が国原子力発電所の年が国原子力発電所の年が国原子力発電所の年が国原子力発電所の年令＞令＞令＞令＞

2012年年年年8月現在月現在月現在月現在、、、、わわわわが国ではが国ではが国ではが国では50基の基の基の基の
原子力発電所が原子力発電所が原子力発電所が原子力発電所が運運運運転中、転中、転中、転中、運運運運転転転転開開開開始始始始後後後後

40年年年年以以以以上：上：上：上：3機機機機（（（（6％）％）％）％）
30年年年年以以以以上：上：上：上：17機機機機（（（（34％）％）％）％）
20年年年年以以以以上：上：上：上：34機機機機（（（（68％）％）％）％）
⇒⇒⇒⇒高経年化高経年化高経年化高経年化状状状状況況況況の進行の進行の進行の進行

１０年未満

４基

うち40年以上

３基

原子力発電所の寿命
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１０年以上

１２基

２０年以上

１７基

運転開始後

３０年以上

１７基

原子力発電の経済性、化石燃料

価格高騰、地球温暖化対策等の

為に、原子力発電所の運転年数

を出来るだけ延長したい。



＊＊＊＊40404040年間は設年間は設年間は設年間は設計計計計時の構造時の構造時の構造時の構造強強強強度解度解度解度解析析析析条条条条件件件件。。。。66660000年で解年で解年で解年で解析析析析してもしてもしてもしても許容範囲許容範囲許容範囲許容範囲。。。。

＊＊＊＊技術技術技術技術的的的的なななな寿寿寿寿命命命命は原子は原子は原子は原子炉炉炉炉容器材容器材容器材容器材料の料の料の料の中性中性中性中性子子子子照照照照射射射射によるによるによるによる脆脆脆脆性性性性破壊破壊破壊破壊強強強強度度度度劣劣劣劣化化化化

（（（（劣劣劣劣化化化化程程程程度度度度監視監視監視監視の炉の炉の炉の炉内内内内試試試試験片験片験片験片を定を定を定を定期期期期的に取り出し試的に取り出し試的に取り出し試的に取り出し試験験験験、、、、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でいるでいるでいるとととと

言わ言わ言わ言われれれれるるるる玄玄玄玄海海海海1111号号号号機機機機でもでもでもでも100100100100年は大年は大年は大年は大丈夫丈夫丈夫丈夫ととととの評価の評価の評価の評価結結結結果。）果。）果。）果。）

＊＊＊＊実態実態実態実態としては、経済原としては、経済原としては、経済原としては、経済原則則則則でででで寿寿寿寿命命命命をををを決決決決めめめめる。る。る。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さ小さ小さ小さく、く、く、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ど）は費など）は費など）は費など）は新新新新しいしいしいしい

発電所よりも発電所よりも発電所よりも発電所よりも余余余余計計計計にかかる。にかかる。にかかる。にかかる。ままままたたたた検査検査検査検査日日日日数数数数もももも長長長長くくくく稼働稼働稼働稼働率も率も率も率も良良良良くない。くない。くない。くない。

ここここれまれまれまれまで廃炉になで廃炉になで廃炉になで廃炉になっっっった東海た東海た東海た東海1111号号号号機機機機（ガス炉）、（ガス炉）、（ガス炉）、（ガス炉）、浜岡浜岡浜岡浜岡1111,,,,2222号号号号機機機機は、原子炉は、原子炉は、原子炉は、原子炉ととととして技術的して技術的して技術的して技術的

原子力発電所の寿命
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ここここれまれまれまれまで廃炉になで廃炉になで廃炉になで廃炉になっっっった東海た東海た東海た東海1111号号号号機機機機（ガス炉）、（ガス炉）、（ガス炉）、（ガス炉）、浜岡浜岡浜岡浜岡1111,,,,2222号号号号機機機機は、原子炉は、原子炉は、原子炉は、原子炉ととととして技術的して技術的して技術的して技術的

なななな寿命寿命寿命寿命がきたがきたがきたがき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年年年数数数数がががが増増増増ええええても事故の発生ても事故の発生ても事故の発生ても事故の発生確率確率確率確率はははは増増増増ええええていない。ていない。ていない。ていない。

原子力発電所は原子力発電所は原子力発電所は原子力発電所は膨膨膨膨大な大な大な大な「機「機「機「機器器器器・・・・構構構構造造造造物物物物」」」」からからからから構成され構成され構成され構成されてててておおおおり、時り、時り、時り、時間間間間の経の経の経の経過とと過とと過とと過とともにもにもにもに

（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。そそそそれれれれらはらはらはらは保保保保全全全全活動活動活動活動により、により、により、により、検査検査検査検査し、し、し、し、劣劣劣劣化化化化すすすするるるると「保と「保と「保と「保

修修修修」」」」やややや「「「「新新新新品へ品へ品へ品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、重要要要要なななな機機機機器器器器でででであああある、る、る、る、SG,RVSG,RVSG,RVSG,RV蓋蓋蓋蓋、、、、主主主主

要配要配要配要配管管管管、、、、低低低低圧圧圧圧タータータータービビビビン、中ン、中ン、中ン、中央央央央制制制制御御御御シシシシステステステステムムムムなどはなどはなどはなどは第第第第1111世世世世代、代、代、代、第第第第２２２２世世世世代の発電所で代の発電所で代の発電所で代の発電所で

はははは殆殆殆殆どがどがどがど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ららられれれれている。ている。ている。ている。従っ従っ従っ従って、て、て、て、「「「「老朽老朽老朽老朽化化化化」と」と」と」といいい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ラに高経年化してもトラに高経年化してもトラに高経年化してもトラブブブブル発生ル発生ル発生ル発生件件件件数数数数は増は増は増は増ええええ

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66660000年まで年まで年まで年まで認認認認可可可可され、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

審査中審査中審査中審査中、、、、 更更更更にににに88880000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研究研究研究がががが始始始始ままままっっっっている。ている。ている。ている。



加圧器

蒸気発生器
蒸気

原子炉容器上部蓋

応力腐食割れ

・原子炉容器上部蓋取替工事

（平成８年度）

応力腐食割れ、疲労対策

・ 蒸気発生器取替工事

（平成８年度）

コンクリート劣化

・本館建屋コンクリート外壁

全面塗装 （昭和６２年度）

73.6％累積設備利用

0.35回/年計画外停止回

約1,509億kWh累積発電電力

営業運転開始～平成１６年度

＜美浜発電所３号機の運転・保守状況＞

高経年化対策の例(美浜3号機）
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原子炉容器
１次冷却

材ポンプ

水
タービン

復水器

給水ポンプ

循環水

ポンプ

放水路へ

冷却水

（海水）

主変

圧器

疲労対策

・１次冷却材分岐管取替え

（平成１２年度）

腐食対策

・２次系熱交換器取替え （平成１６年度）

・２次系配管取替え （平成１６年度）

絶縁低下対策

・発電機固定子コイル巻替

工事 （平成12年度）

発電機

関西電力資料より
応力腐食割れ、エロージョン

・ 低圧タービン取替工事

（平成８年度）



・・・・海海海海外では米国外では米国外では米国外では米国やドやドやドやドイイイイツツツツでででで11基基基基がががが完完完完了し、日本では原了し、日本では原了し、日本では原了し、日本では原研研研研動力動力動力動力炉炉炉炉がががが1996年年年年完完完完
了、現在了、現在了、現在了、現在ふげふげふげふげんんんん、、、、東海東海東海東海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号号号号がががが廃廃廃廃止止止止措措措措置工事置工事置工事置工事中中中中。。。。

・・・・廃廃廃廃炉炉炉炉にににに伴伴伴伴うううう解解解解体体体体廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは約約約約54万万万万トン、トン、トン、トン、うちうちうちうち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

リアランス対リアランス対リアランス対リアランス対象象象象（要（要（要（要検検検検査査査査）、）、）、）、2%がががが低レベ低レベ低レベ低レベルルルル放射性放射性放射性放射性廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物。。。。

廃炉の実態

50



福島の廃炉技術研究開発の機構を設立
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１１１１．．．．我我我我がががが国国国国のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー問題問題問題問題のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状現状現状現状とととと欧州欧州欧州欧州

のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策のののの実態実態実態実態

２２２２．．．．我我我我がががが国国国国のののの歴史歴史歴史歴史、、、、世界世界世界世界のののの動向動向動向動向

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

このこのこのこの講演講演講演講演のののの内容内容内容内容

52

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

４４４４．．．．核燃料核燃料核燃料核燃料サイクルサイクルサイクルサイクル問題問題問題問題、、、、高高高高レベルレベルレベルレベル廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問

題題題題 、、、、40404040年問題年問題年問題年問題、、、、廃炉廃炉廃炉廃炉

５５５５．．．．2050205020502050年年年年エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策私案政策私案政策私案政策私案（（（（まとめまとめまとめまとめ））））

６６６６．．．．技術者技術者技術者技術者にににに求求求求められるめられるめられるめられる資質資質資質資質



１１１１．．．．原子力発電所は原子力発電所は原子力発電所は原子力発電所はまずまずまずまず安全強化した安全強化した安全強化した安全強化した既既既既設の設の設の設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動動動がががが必要必要必要必要。。。。

中中中中長期長期長期長期的にも基的にも基的にも基的にも基幹幹幹幹電電電電源と源と源と源とし、し、し、し、より安全なより安全なより安全なより安全な新新新新規プラント規プラント規プラント規プラントへへへへのリプのリプのリプのリプレレレレース、ース、ース、ース、新新新新設を設を設を設を推推推推進。進。進。進。

２．２．２．２．石炭火力を石炭火力を石炭火力を石炭火力を中中中中長期長期長期長期的な基的な基的な基的な基幹幹幹幹電力（電力（電力（電力（ベベベベースローースローースローースロードドドド）の）の）の）の2222つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱ととととし、熱効率し、熱効率し、熱効率し、熱効率向向向向上（上（上（上（二二二二

酸酸酸酸化炭化炭化炭化炭素素素素排出削減）を排出削減）を排出削減）を排出削減）を推推推推進。進。進。進。二酸二酸二酸二酸化炭化炭化炭化炭素素素素排出増加排出増加排出増加排出増加問問問問題は、日題は、日題は、日題は、日本本本本の技術の技術の技術の技術供与供与供与供与によによによによ

る中国等の石炭火力の効率る中国等の石炭火力の効率る中国等の石炭火力の効率る中国等の石炭火力の効率向向向向上により相上により相上により相上により相殺殺殺殺可能。可能。可能。可能。

３３３３．．．．天天天天然然然然ガス（ガス（ガス（ガス（シシシシェェェェールガスを含む）火力発電はールガスを含む）火力発電はールガスを含む）火力発電はールガスを含む）火力発電は短短短短期期期期的な電力的な電力的な電力的な電力危機危機危機危機対対対対策と策と策と策として、して、して、して、ままままた中た中た中た中

長期長期長期長期的には的には的には的には負負負負荷荷荷荷調調調調整整整整電力電力電力電力ととととして重して重して重して重要要要要。。。。調達調達調達調達先多様先多様先多様先多様化が重化が重化が重化が重要要要要。。。。

４４４４．太陽光、風力発電は．太陽光、風力発電は．太陽光、風力発電は．太陽光、風力発電は欧州欧州欧州欧州でのでのでの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ててて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のののの見見見見直直直直し、価格し、価格し、価格し、価格

のののの更更更更なるなるなるなる低低低低減、減、減、減、蓄蓄蓄蓄電などの技術電などの技術電などの技術電などの技術開開開開発が発が発が発が必要必要必要必要。中。中。中。中長期長期長期長期的に全電力の的に全電力の的に全電力の的に全電力の10101010％増が％増が％増が％増が限限限限度度度度

とととと思わ思わ思わ思われれれれるが、るが、るが、るが、今後今後今後今後20202020年年年年程程程程度で度で度で度で見極見極見極見極める。める。める。める。

まとめ：エネルギー政策私案
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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％

とととと思わ思わ思わ思われれれれるが、るが、るが、るが、今後今後今後今後20202020年年年年程程程程度で度で度で度で見極見極見極見極める。める。める。める。

５５５５．地熱や中．地熱や中．地熱や中．地熱や中小小小小水力は水力は水力は水力は稼働稼働稼働稼働率が高く、率が高く、率が高く、率が高く、推推推推進進進進すすすすべし、ただし、量的にはべし、ただし、量的にはべし、ただし、量的にはべし、ただし、量的には小小小小規規規規模模模模。。。。

＜＜＜＜以以以以上により、上により、上により、上により、多様多様多様多様なエネルギーのなエネルギーのなエネルギーのなエネルギー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指す目指す目指す目指すこここことととと＞＞＞＞

６６６６．．．．最最最最大の課題は原子力に対大の課題は原子力に対大の課題は原子力に対大の課題は原子力に対すすすする国る国る国る国民民民民の理の理の理の理解解解解とととと原子力原子力原子力原子力界界界界の信頼の信頼の信頼の信頼回復回復回復回復ででででああああり、国、り、国、り、国、り、国、研究研究研究研究

機機機機関関関関、事業、事業、事業、事業者者者者、、、、メメメメーカー等全ーカー等全ーカー等全ーカー等全関係関係関係関係者者者者がががが真摯真摯真摯真摯なななな反反反反省、省、省、省、福島復興福島復興福島復興福島復興、、、、そそそそしてしてしてして市市市市民民民民レベレベレベレベルルルル

のコのコのコのコミュミュミュミュニケニケニケニケーーーーシシシショョョョンにンにンにンに尽尽尽尽力力力力すすすするるるるここここととととがががが肝要肝要肝要肝要。。。。

2050年のエネルギーベストミックス私案年のエネルギーベストミックス私案年のエネルギーベストミックス私案年のエネルギーベストミックス私案



このギャップをどうするのか？

人類人類人類人類が化石燃料をが化石燃料をが化石燃料をが化石燃料を使使使使いいいい果果果果たしたたしたたしたたした後後後後にもにもにもにも基基基基幹エネルギーとしての幹エネルギーとしての幹エネルギーとしての幹エネルギーとしての量量量量・・・・質質質質・経済・経済・経済・経済

性性性性をををを満満満満たしているエネルギーは、現時たしているエネルギーは、現時たしているエネルギーは、現時たしているエネルギーは、現時点点点点では原子力をでは原子力をでは原子力をでは原子力をおおおおいていていていて他他他他にににに考えら考えら考えら考えられれれれ

ない。ない。ない。ない。従っ従っ従っ従って、代て、代て、代て、代替替替替のののの基基基基幹エネルギーが幹エネルギーが幹エネルギーが幹エネルギーが確立確立確立確立するまでは安するまでは安するまでは安するまでは安全性全性全性全性をより一をより一をより一をより一層層層層

強強強強化しなが化しなが化しなが化しながらららら、原子力を、原子力を、原子力を、原子力を維維維維持持持持推進する推進する推進する推進するこここことがとがとがとが肝肝肝肝要。要。要。要。

原子力を推進する理由

54
使使使使用済用済用済用済みみみみ燃料燃料燃料燃料再処理再処理再処理再処理でプルトニウムでプルトニウムでプルトニウムでプルトニウム生産生産生産生産により燃料としてにより燃料としてにより燃料としてにより燃料として2000200020002000年以上、年以上、年以上、年以上、

海水中ウラン（海水中ウラン（海水中ウラン（海水中ウラン（３３３３mg/t)mg/t)mg/t)mg/t)のののの回収回収回収回収が実用化するとが実用化するとが実用化するとが実用化するとほぼほぼほぼほぼ無無無無尽尽尽尽蔵となる可能性がある蔵となる可能性がある蔵となる可能性がある蔵となる可能性がある



１１１１．．．．我我我我がががが国国国国のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー問題問題問題問題のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状現状現状現状とととと欧州欧州欧州欧州

のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策のののの実態実態実態実態

２２２２．．．．我我我我がががが国国国国のののの歴史歴史歴史歴史、、、、世界世界世界世界のののの動向動向動向動向

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

このこのこのこの講演講演講演講演のののの内容内容内容内容

55

３３３３．．．．東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故東電福島第一事故、、、、規制委員会規制委員会規制委員会規制委員会

４４４４．．．．核燃料核燃料核燃料核燃料サイクルサイクルサイクルサイクル問題問題問題問題、、、、高高高高レベルレベルレベルレベル廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問廃棄物処分問

題題題題 、、、、40404040年問題年問題年問題年問題、、、、廃炉廃炉廃炉廃炉

５５５５．．．．2050205020502050年年年年エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策私案政策私案政策私案政策私案（（（（まとめまとめまとめまとめ））））

６６６６．．．．技術者技術者技術者技術者にににに求求求求められるめられるめられるめられる資質資質資質資質



原子力発電は多数の高度技術・産業の総合

56



基礎学力、専門学力から総合技術力へ

重工業重工業重工業重工業、電、電、電、電機産業機産業機産業機産業、自動、自動、自動、自動車車車車

産業産業産業産業等等等等どどどどのののの産業産業産業産業でもでもでもでも同じ同じ同じ同じ

57



製品事業への志

成長への意欲

社会人技術者の成功スパイラル

社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献

科学科学科学科学技術技術技術技術向向向向上上上上

技術技術技術技術者者者者倫倫倫倫理理理理 等等等等

チャレチャレチャレチャレンンンンジ精神ジ精神ジ精神ジ精神

異文異文異文異文化化化化へへへへのののの柔軟さ柔軟さ柔軟さ柔軟さ

進取の気性進取の気性進取の気性進取の気性 等等等等

58

ものづくりへの情熱

土台：確かな基礎学力土台：確かな基礎学力土台：確かな基礎学力土台：確かな基礎学力

技術技術技術技術志向志向志向志向

課題に取り組む課題に取り組む課題に取り組む課題に取り組む粘粘粘粘り強り強り強り強ささささ

工工工工夫夫夫夫を生むを生むを生むを生む創造創造創造創造力力力力 等等等等

大大大大学学学学・高・高・高・高専専専専等等等等

教育教育教育教育機機機機関関関関にににに

期待す期待す期待す期待するるるるこここことととと

MHI Copyright Reserved



� 新新新新しいことへチャレンジするしいことへチャレンジするしいことへチャレンジするしいことへチャレンジする好奇心好奇心好奇心好奇心とととと挑戦心挑戦心挑戦心挑戦心

� 自己主張自己主張自己主張自己主張やややや他人他人他人他人とのコミュニケーションとのコミュニケーションとのコミュニケーションとのコミュニケーション能力能力能力能力

� 共同作業共同作業共同作業共同作業をををを苦苦苦苦にしないにしないにしないにしない。。。。

� 地元行事地元行事地元行事地元行事、、、、団体団体団体団体スポーツにスポーツにスポーツにスポーツに参加参加参加参加するするするする

� 健康健康健康健康でででで明明明明るくるくるくるく前向前向前向前向きにきにきにきに物事物事物事物事をををを考考考考えるえるえるえる

社会が求める若者像

59

� 基礎的学力基礎的学力基礎的学力基礎的学力をををを身身身身にににに付付付付けているけているけているけている

� 日本語日本語日本語日本語、、、、英語英語英語英語、、、、仏語仏語仏語仏語、、、、郷土史郷土史郷土史郷土史などもなどもなどもなども

� 仕事仕事仕事仕事にににに情熱情熱情熱情熱とととと熱意熱意熱意熱意をををを持持持持つつつつ

� 仕事仕事仕事仕事にににに対対対対するするするする確確確確かなかなかなかな理念理念理念理念をををを持持持持つつつつ

� 常常常常にににに社会社会社会社会のののの動動動動きにきにきにきに目目目目をををを向向向向けているけているけているけている

� 世世世世のののの中中中中のののの動向動向動向動向にににに関心関心関心関心をををを持持持持っているっているっているっている事事事事

「竹内哲夫氏語録」より「竹内哲夫氏語録」より「竹内哲夫氏語録」より「竹内哲夫氏語録」より



１１１１．．．．気力気力気力気力､､､､体力体力体力体力､､､､技術力技術力技術力技術力＝＝＝＝““““心心心心・・・・技技技技・・・・体体体体””””

２２２２．Ｔ．Ｔ．Ｔ．Ｔ型型型型、、、、さらにはさらにはさらにはさらにはΠΠΠΠ型人間型人間型人間型人間

縦棒縦棒縦棒縦棒はははは深深深深いいいい専門知識専門知識専門知識専門知識、、、、横棒横棒横棒横棒はははは広広広広いいいい知識知識知識知識、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな教養教養教養教養、、、、人人人人

間性間性間性間性などなどなどなど

３３３３．．．．チームワークチームワークチームワークチームワーク､､､､コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション力力力力

企業は若者に何を求めるか？

60

４４４４．．．．独創性独創性独創性独創性、、、、新新新新たなたなたなたな発想発想発想発想、、、、工夫工夫工夫工夫でででで現状現状現状現状よりよりよりより良良良良いものいものいものいもの、、、、無無無無いもいもいもいも

のをのをのをのを作作作作るというるというるというるという気概気概気概気概

５５５５．．．．組織内倫理組織内倫理組織内倫理組織内倫理よりよりよりより社会倫理社会倫理社会倫理社会倫理、、、、技術者倫理技術者倫理技術者倫理技術者倫理をををを重視重視重視重視するするするする正義感正義感正義感正義感

６６６６．．．．顧客顧客顧客顧客のののの立場立場立場立場、、、、協力会社協力会社協力会社協力会社のののの立場立場立場立場にににに立立立立つというつというつというつという発想発想発想発想

７７７７．．．．社会社会社会社会のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献するというするというするというするという大局観大局観大局観大局観



勝者勝者勝者勝者のののの論理論理論理論理とととと敗者敗者敗者敗者のののの論理論理論理論理

１１１１．．．．勝者勝者勝者勝者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに問題解決問題解決問題解決問題解決にににに寄与寄与寄与寄与するするするする

敗者敗者敗者敗者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに問題問題問題問題をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす

２２２２．．．．勝者勝者勝者勝者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに計画計画計画計画をををを持持持持っているっているっているっている

敗者敗者敗者敗者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに言言言言いいいい訳訳訳訳をををを考考考考えるえるえるえる

３３３３．．．．勝者勝者勝者勝者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに「「「「引引引引きききき受受受受けたけたけたけた」」」」というというというという

61

３３３３．．．．勝者勝者勝者勝者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに「「「「引引引引きききき受受受受けたけたけたけた」」」」というというというという

敗者敗者敗者敗者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに「「「「私私私私とととと関係関係関係関係ないないないない」」」」というというというという

４４４４．．．．勝者勝者勝者勝者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに解決法解決法解決法解決法をををを考考考考えているえているえているえている

敗者敗者敗者敗者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに問題点問題点問題点問題点をををを指摘指摘指摘指摘するするするする

５５５５．．．．勝者勝者勝者勝者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに「「「「難難難難しいがしいがしいがしいが可能可能可能可能だだだだ」」」」というというというという

敗者敗者敗者敗者はははは、、、、つねにつねにつねにつねに「「「「可能可能可能可能かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが難難難難しすしすしすしす

ぎるぎるぎるぎる」」」」というというというという

「竹内哲夫氏語録」より「竹内哲夫氏語録」より「竹内哲夫氏語録」より「竹内哲夫氏語録」より



先人先人先人先人にににに学学学学ぶぶぶぶ①①①①：：：：世界世界世界世界・・・・日本日本日本日本・・・・北九州北九州北九州北九州のののの技術革新技術革新技術革新技術革新

＜＜＜＜年表のギ年表のギ年表のギ年表のギャャャャラリーラリーラリーラリー＞＞＞＞

1850年年年年からからからから約約約約160年間の年間の年間の年間の世界世界世界世界、日本、、日本、、日本、、日本、

北九州の技術北九州の技術北九州の技術北九州の技術革革革革新新新新2500項項項項目目目目
＜＜＜＜先人先人先人先人たたたたちちちち50人人人人のののの珠玉珠玉珠玉珠玉のののの言言言言葉葉葉葉＞＞＞＞
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浅野総一郎浅野総一郎浅野総一郎浅野総一郎（浅野セメント、浅野製鋼、浅野財閥）

鮎川義介鮎川義介鮎川義介鮎川義介（戸畑鋳物、戸畑冷蔵、日産コンツェルン）

出光佐三出光佐三出光佐三出光佐三(出光興産、出光美術館、民族系石油事業の礎）

岩崎俊彌岩崎俊彌岩崎俊彌岩崎俊彌（旭硝子、板ガラス製造、アンモニアソーダ法）

大倉孫兵衛大倉孫兵衛大倉孫兵衛大倉孫兵衛(日本陶器合名会社、陶器製造産業の礎）

大倉和親大倉和親大倉和親大倉和親（東洋陶器、日本碍子、伊奈製陶）

北九州が日本を代表する北九州が日本を代表する北九州が日本を代表する北九州が日本を代表する

先人先人先人先人にににに学学学学ぶぶぶぶ②②②②：：：：北九州北九州北九州北九州のイノベーターたちのイノベーターたちのイノベーターたちのイノベーターたち
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金子直吉金子直吉金子直吉金子直吉（鈴木商店、大里製糖、大里製塩、帝国麦酒）

国司直吉国司直吉国司直吉国司直吉(戸畑漁港、遠洋漁業、日本水産、水産業の礎）

野呂景義野呂景義野呂景義野呂景義（官営八幡製鐵所、鉄鋼業の学問と技術の礎）

松永安左松永安左松永安左松永安左ェェェェ門門門門（西部合同瓦斯、東邦電力、“電力の鬼”）

安川敬一郎安川敬一郎安川敬一郎安川敬一郎（明治鉱業、明治専門学校、黒崎窯業）

安川第五郎安川第五郎安川第五郎安川第五郎（安川電機、原子力研究所理事長）

安田善次郎安田善次郎安田善次郎安田善次郎（安田銀行、安田釘製作所、安田財閥）

山田昌邦山田昌邦山田昌邦山田昌邦（東京製綱、ワイヤーロープ）

北九州が日本を代表する北九州が日本を代表する北九州が日本を代表する北九州が日本を代表する

工業地帯に発展した背景工業地帯に発展した背景工業地帯に発展した背景工業地帯に発展した背景

には、この地で産業を興には、この地で産業を興には、この地で産業を興には、この地で産業を興

した多くのイノベーターのした多くのイノベーターのした多くのイノベーターのした多くのイノベーターの

存在がある。それらの中存在がある。それらの中存在がある。それらの中存在がある。それらの中

から北九州の産業技術のから北九州の産業技術のから北九州の産業技術のから北九州の産業技術の

礎を築いた礎を築いた礎を築いた礎を築いた14人を次の基人を次の基人を次の基人を次の基

準で選定した。準で選定した。準で選定した。準で選定した。

①全国的な企業活動を展①全国的な企業活動を展①全国的な企業活動を展①全国的な企業活動を展

開した企業の創始者開した企業の創始者開した企業の創始者開した企業の創始者

②事業の本格的な展開の②事業の本格的な展開の②事業の本格的な展開の②事業の本格的な展開の

道を拓いた人道を拓いた人道を拓いた人道を拓いた人

③革新的な技術、卓抜し③革新的な技術、卓抜し③革新的な技術、卓抜し③革新的な技術、卓抜し

た技能で社会の発展に貢た技能で社会の発展に貢た技能で社会の発展に貢た技能で社会の発展に貢

献した人献した人献した人献した人



先人先人先人先人にににに学学学学ぶぶぶぶ③③③③：：：：山川健次郎山川健次郎山川健次郎山川健次郎(1854年年年年~1931年年年年））））

・・・・会津藩士会津藩士会津藩士会津藩士、、、、白虎隊隊員白虎隊隊員白虎隊隊員白虎隊隊員になるがになるがになるがになるが年少年少年少年少のののの為自刃為自刃為自刃為自刃をををを免免免免れるれるれるれる

・・・・維新後維新後維新後維新後、、、、アメリカでアメリカでアメリカでアメリカで物理学学士物理学学士物理学学士物理学学士

・・・・日本初日本初日本初日本初のののの物理学教授物理学教授物理学教授物理学教授、、、、理学博士理学博士理学博士理学博士

・・・・48484848歳歳歳歳でででで東京帝国大学総長東京帝国大学総長東京帝国大学総長東京帝国大学総長、、、、辰野金吾辰野金吾辰野金吾辰野金吾とととと交流交流交流交流

・・・・53535353歳歳歳歳のののの時時時時、、、、安川財閥安川財閥安川財閥安川財閥のののの安川敬一郎安川敬一郎安川敬一郎安川敬一郎、、、、松本健次郎親子松本健次郎親子松本健次郎親子松本健次郎親子のののの

熱意熱意熱意熱意にににに動動動動かされかされかされかされ、、、、明治専門学校明治専門学校明治専門学校明治専門学校（（（（現九州工業大学現九州工業大学現九州工業大学現九州工業大学））））のののの

創立創立創立創立にににに心血心血心血心血をををを注注注注ぎぎぎぎ、、、、初代総裁初代総裁初代総裁初代総裁

・・・・57575757歳歳歳歳でででで、、、、九州帝国大学九州帝国大学九州帝国大学九州帝国大学のののの初代総長初代総長初代総長初代総長にににに就任就任就任就任
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� 「「「「技術技術技術技術にににに堪能堪能堪能堪能なるなるなるなる士君子士君子士君子士君子（（（（ジェントルマンジェントルマンジェントルマンジェントルマン）」）」）」）」⇒⇒⇒⇒明専建学明専建学明専建学明専建学のののの理念理念理念理念

� 「「「「日本日本日本日本のののの学生学生学生学生はははは「「「「ハウハウハウハウ」」」」にににに深深深深くくくく注意注意注意注意するがするがするがするが、「、「、「、「ホワイホワイホワイホワイ」」」」というというというという問問問問をををを

余余余余りりりり発発発発しないしないしないしない」」」」

� 「「「「現時学生現時学生現時学生現時学生のののの通弊通弊通弊通弊のののの一一一一つはつはつはつは、、、、学問学問学問学問のののの為為為為にににに学問学問学問学問をせんでをせんでをせんでをせんで、、、、試験試験試験試験にににに通過通過通過通過

するするするする為為為為にににに学問学問学問学問をするをするをするをする。。。。どんなどんなどんなどんな大切大切大切大切なことでもなことでもなことでもなことでも試験試験試験試験にににに関係関係関係関係がががが無無無無いといといといと顧顧顧顧

みもしないみもしないみもしないみもしない。」。」。」。」

� 山川没後山川没後山川没後山川没後8888年目年目年目年目にににに明専明専明専明専にににに入学入学入学入学したしたしたした藤田哲也藤田哲也藤田哲也藤田哲也はははは後後後後にににに偉大偉大偉大偉大なななな気象学者気象学者気象学者気象学者にににに

� 山川山川山川山川をををを祖祖祖祖とするとするとするとする物理学界物理学界物理学界物理学界にはにはにはには湯川秀樹湯川秀樹湯川秀樹湯川秀樹、、、、朝永振一郎朝永振一郎朝永振一郎朝永振一郎、、、、小柴昌俊小柴昌俊小柴昌俊小柴昌俊などなどなどなど

ノーベルノーベルノーベルノーベル賞受賞者賞受賞者賞受賞者賞受賞者をををを輩出輩出輩出輩出



先人先人先人先人にににに学学学学ぶぶぶぶ④④④④：：：：世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産にににに登録推薦決定登録推薦決定登録推薦決定登録推薦決定

1901年官営八幡製鐵所としてドイツの技

術を導入し建設操業した第1号溶鉱炉

65
新日鐵住金資料より

８８８８県県県県、、、、２８２８２８２８施設を一施設を一施設を一施設を一つつつつのののの遺遺遺遺産に産に産に産に



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！

明日明日明日明日のののの日本日本日本日本をををを、、、、北九州北九州北九州北九州をををを担担担担うううう、、、、かけがえのないかけがえのないかけがえのないかけがえのない

人材人材人材人材になってくださいになってくださいになってくださいになってください。。。。応援応援応援応援しますしますしますします。。。。
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正式名称：北九州産業技術保存継承センター

通称：北九州イノベーションギャラリー）

略称：KIGS（ Kitakyushu Innovation Gallery and StudioKitakyushu Innovation Gallery and StudioKitakyushu Innovation Gallery and StudioKitakyushu Innovation Gallery and Studio））））

＜＜＜＜ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの歴史歴史歴史歴史をををを未来未来未来未来につなぐにつなぐにつなぐにつなぐ情報情報情報情報とととと体験体験体験体験のののの拠点拠点拠点拠点＞＞＞＞

JRススススペペペペースースースースワワワワールールールールドドドド駅駅駅駅下下下下車車車車5分分分分


