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ＳＮＷ対話会ＳＮＷ対話会ＳＮＷ対話会ＳＮＷ対話会でのでのでのでの基調講演希望テーマについて、電気電子工学系Ｍ１学生よ基調講演希望テーマについて、電気電子工学系Ｍ１学生よ基調講演希望テーマについて、電気電子工学系Ｍ１学生よ基調講演希望テーマについて、電気電子工学系Ｍ１学生よ

りりりり頂いた頂いた頂いた頂いた多くの希望テーマ多くの希望テーマ多くの希望テーマ多くの希望テーマの中から以下をの中から以下をの中から以下をの中から以下を基調講演で取り上げる基調講演で取り上げる基調講演で取り上げる基調講演で取り上げる。。。。

�安全面について安全面について安全面について安全面について

・・・・ 震災で学んだこと震災で学んだこと震災で学んだこと震災で学んだこと

・・・・ 原子力発電所の再稼働に対する安全対策，立地，周辺住民への配慮原子力発電所の再稼働に対する安全対策，立地，周辺住民への配慮原子力発電所の再稼働に対する安全対策，立地，周辺住民への配慮原子力発電所の再稼働に対する安全対策，立地，周辺住民への配慮

・・・・ 原子力発電以外の発電の危険性について原子力発電以外の発電の危険性について原子力発電以外の発電の危険性について原子力発電以外の発電の危険性について

�今後の展開・展望今後の展開・展望今後の展開・展望今後の展開・展望

・これからの日本の原子力発電・これからの日本の原子力発電・これからの日本の原子力発電・これからの日本の原子力発電の展望の展望の展望の展望についてについてについてについて

学生の皆さんが知りたいことは？
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・これからの日本の原子力発電・これからの日本の原子力発電・これからの日本の原子力発電・これからの日本の原子力発電の展望の展望の展望の展望についてについてについてについて

・・・・ 今後今後今後今後 2030203020302030年代に年代に年代に年代に原子力原子力原子力原子力ゼロで日本の電力はまかなえるかゼロで日本の電力はまかなえるかゼロで日本の電力はまかなえるかゼロで日本の電力はまかなえるか

�放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物

・・・・ 放射性廃棄物がどんどん貯まって貯蔵施設が足りなくなったりしないのか放射性廃棄物がどんどん貯まって貯蔵施設が足りなくなったりしないのか放射性廃棄物がどんどん貯まって貯蔵施設が足りなくなったりしないのか放射性廃棄物がどんどん貯まって貯蔵施設が足りなくなったりしないのか

・・・・ 長期的な視点で考えた場合の放射性廃棄物の廃棄場所について長期的な視点で考えた場合の放射性廃棄物の廃棄場所について長期的な視点で考えた場合の放射性廃棄物の廃棄場所について長期的な視点で考えた場合の放射性廃棄物の廃棄場所について

�海外動向海外動向海外動向海外動向

・・・・ 海外の原子力発電の動向と将来の見通し海外の原子力発電の動向と将来の見通し海外の原子力発電の動向と将来の見通し海外の原子力発電の動向と将来の見通し

・・・・ 日本の震災の海外の動向について日本の震災の海外の動向について日本の震災の海外の動向について日本の震災の海外の動向について

・・・・ 世界はどう見ているのか世界はどう見ているのか世界はどう見ているのか世界はどう見ているのか

� 原子力シニアの方が考える原子力発電のメリット，デメリット。原子力シニアの方が考える原子力発電のメリット，デメリット。原子力シニアの方が考える原子力発電のメリット，デメリット。原子力シニアの方が考える原子力発電のメリット，デメリット。



今日のお話の内容

１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？

・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？、、、、

２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？

・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー

・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態

３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？
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３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？

・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、

・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況

４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？

・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、 ・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、

・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ

・エネルギー基本計画、・原子力のメリット・デメリット、・士君子諸君へ・エネルギー基本計画、・原子力のメリット・デメリット、・士君子諸君へ・エネルギー基本計画、・原子力のメリット・デメリット、・士君子諸君へ・エネルギー基本計画、・原子力のメリット・デメリット、・士君子諸君へ



・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
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・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
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わが国の原子力発電所は世界一信頼性が高い

1960年代からの国産化導入の過程での設備信頼性向上の努力により、故年代からの国産化導入の過程での設備信頼性向上の努力により、故年代からの国産化導入の過程での設備信頼性向上の努力により、故年代からの国産化導入の過程での設備信頼性向上の努力により、故

障が少なく計画外停止が世界一少ない。従って内部事象による事故発生を障が少なく計画外停止が世界一少ない。従って内部事象による事故発生を障が少なく計画外停止が世界一少ない。従って内部事象による事故発生を障が少なく計画外停止が世界一少ない。従って内部事象による事故発生を

未然に防止し、安全性向上に繋がる。未然に防止し、安全性向上に繋がる。未然に防止し、安全性向上に繋がる。未然に防止し、安全性向上に繋がる。⇒⇒⇒⇒日本の技術力、高品質、高信頼性日本の技術力、高品質、高信頼性日本の技術力、高品質、高信頼性日本の技術力、高品質、高信頼性
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1990年代にわが国の原子力発電所は設備信頼性、電源信頼性共に高く、年代にわが国の原子力発電所は設備信頼性、電源信頼性共に高く、年代にわが国の原子力発電所は設備信頼性、電源信頼性共に高く、年代にわが国の原子力発電所は設備信頼性、電源信頼性共に高く、

耐耐耐耐震性震性震性震性ももももよりよりよりより強強強強化し、化し、化し、化し、十十十十分な安全性を分な安全性を分な安全性を分な安全性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持持持った。った。った。った。

⇒⇒⇒⇒1990199019901990年以降年以降年以降年以降、、、、““““慢心慢心慢心慢心””””してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。⇒⇒⇒⇒東電福島事故東電福島事故東電福島事故東電福島事故のののの遠因遠因遠因遠因



2011年3月に東電福島第1炉心溶融事故発生
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東東東東日本大震災に日本大震災に日本大震災に日本大震災に遭遇遭遇遭遇遭遇した原子力発電所は１した原子力発電所は１した原子力発電所は１した原子力発電所は１４４４４基、内１基、内１基、内１基、内１００００基は安全に基は安全に基は安全に基は安全に

炉炉炉炉心冷却出心冷却出心冷却出心冷却出来たことは来たことは来たことは来たことは忘忘忘忘れてはならない。れてはならない。れてはならない。れてはならない。

エアフォートサービス社提供



原子力の安全確保の基本（これまで）

機械は故障する、人はミスを犯す、ことを前提に設計し検査訓練

深層防護設計は原子力発電

所設計の重要点

深層防護設計

東電福島東電福島東電福島東電福島事故では津波とい事故では津波とい事故では津波とい事故では津波とい

う一つの事象で多重の機能う一つの事象で多重の機能う一つの事象で多重の機能う一つの事象で多重の機能

が喪失された！が喪失された！が喪失された！が喪失された！

×

×
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○
×

×



教訓教訓教訓教訓1111．．．．自然災害（今回の津波のような）が、多重に設けた安全自然災害（今回の津波のような）が、多重に設けた安全自然災害（今回の津波のような）が、多重に設けた安全自然災害（今回の津波のような）が、多重に設けた安全

設備を一切合財破壊する可能性があると想定してなかった。設備を一切合財破壊する可能性があると想定してなかった。設備を一切合財破壊する可能性があると想定してなかった。設備を一切合財破壊する可能性があると想定してなかった。

教訓２教訓２教訓２教訓２．日本．日本．日本．日本の電源信頼性は高いので長時間の全電源喪失はの電源信頼性は高いので長時間の全電源喪失はの電源信頼性は高いので長時間の全電源喪失は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考えなくても良いとして考えなくても良いとして考えなくても良いとしていたこと。いたこと。いたこと。いたこと。

これまでの原子力安全は何が問題だったのか？
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教訓３教訓３教訓３教訓３．．．． 過酷過酷過酷過酷事故事故事故事故対策を規制対象とせず、事業者自主判断とし対策を規制対象とせず、事業者自主判断とし対策を規制対象とせず、事業者自主判断とし対策を規制対象とせず、事業者自主判断とし

たこと。たこと。たこと。たこと。

教訓４教訓４教訓４教訓４．．．． 規制行政の積年の規制行政の積年の規制行政の積年の規制行政の積年の問題を先送りとしたこと。問題を先送りとしたこと。問題を先送りとしたこと。問題を先送りとしたこと。

・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////原子力安全委員会の原子力安全委員会の原子力安全委員会の原子力安全委員会の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



今後の原子力の安全強化対策

１．１．１．１．政府の原子力規制組織を抜本的改革（政府の原子力規制組織を抜本的改革（政府の原子力規制組織を抜本的改革（政府の原子力規制組織を抜本的改革（2012201220122012年年年年9999月）月）月）月）

「原子力安全・保安院」と「原子力安全委員会」を廃止し、新「原子力安全・保安院」と「原子力安全委員会」を廃止し、新「原子力安全・保安院」と「原子力安全委員会」を廃止し、新「原子力安全・保安院」と「原子力安全委員会」を廃止し、新

たに内閣（総理大臣）からの干渉を受けない独立した組織たに内閣（総理大臣）からの干渉を受けない独立した組織たに内閣（総理大臣）からの干渉を受けない独立した組織たに内閣（総理大臣）からの干渉を受けない独立した組織

「原子力規制委員会」を設置。複数の省庁に分散していた原「原子力規制委員会」を設置。複数の省庁に分散していた原「原子力規制委員会」を設置。複数の省庁に分散していた原「原子力規制委員会」を設置。複数の省庁に分散していた原

子力規制行政を一元化、専門家を多数配置。子力規制行政を一元化、専門家を多数配置。子力規制行政を一元化、専門家を多数配置。子力規制行政を一元化、専門家を多数配置。

２２２２．福島事故の教訓を盛り込み．福島事故の教訓を盛り込み．福島事故の教訓を盛り込み．福島事故の教訓を盛り込み 「新規制基準」を「新規制基準」を「新規制基準」を「新規制基準」を2013201320132013年年年年7777月制定月制定月制定月制定
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２２２２．福島事故の教訓を盛り込み．福島事故の教訓を盛り込み．福島事故の教訓を盛り込み．福島事故の教訓を盛り込み 「新規制基準」を「新規制基準」を「新規制基準」を「新規制基準」を2013201320132013年年年年7777月制定月制定月制定月制定

非常用電源多重化、多様化。過酷事故対策、低頻度大規模非常用電源多重化、多様化。過酷事故対策、低頻度大規模非常用電源多重化、多様化。過酷事故対策、低頻度大規模非常用電源多重化、多様化。過酷事故対策、低頻度大規模

災害、テロ対策などへの対処出来るよう安全性を強化。災害、テロ対策などへの対処出来るよう安全性を強化。災害、テロ対策などへの対処出来るよう安全性を強化。災害、テロ対策などへの対処出来るよう安全性を強化。

既設原子力はこの新基準に適合しないと再稼動できない。既設原子力はこの新基準に適合しないと再稼動できない。既設原子力はこの新基準に適合しないと再稼動できない。既設原子力はこの新基準に適合しないと再稼動できない。

３３３３．地震と津波に対しては過去最大を超える規模を「基準地震．地震と津波に対しては過去最大を超える規模を「基準地震．地震と津波に対しては過去最大を超える規模を「基準地震．地震と津波に対しては過去最大を超える規模を「基準地震

動」、「基準津波」と設定動」、「基準津波」と設定動」、「基準津波」と設定動」、「基準津波」と設定

活断層検査と耐震解析、防潮堤・機密扉など設置。活断層検査と耐震解析、防潮堤・機密扉など設置。活断層検査と耐震解析、防潮堤・機密扉など設置。活断層検査と耐震解析、防潮堤・機密扉など設置。



４．これまで考慮してなかった竜巻、火山、４．これまで考慮してなかった竜巻、火山、４．これまで考慮してなかった竜巻、火山、４．これまで考慮してなかった竜巻、火山、大火事、テロ大火事、テロ大火事、テロ大火事、テロなどなどなどなど

航空機落下時にも原子炉安全停止できる遠隔制御装置航空機落下時にも原子炉安全停止できる遠隔制御装置航空機落下時にも原子炉安全停止できる遠隔制御装置航空機落下時にも原子炉安全停止できる遠隔制御装置

５５５５．非常用電源．非常用電源．非常用電源．非常用電源はははは3333重、重、重、重、4444重のバックアップ重のバックアップ重のバックアップ重のバックアップ

海水海水海水海水冷却ディーゼル発電機冷却ディーゼル発電機冷却ディーゼル発電機冷却ディーゼル発電機2222基に加え、別形式（空冷、ガス基に加え、別形式（空冷、ガス基に加え、別形式（空冷、ガス基に加え、別形式（空冷、ガス

タービンなど）電源を設置。又非常用水源確保として海水ポタービンなど）電源を設置。又非常用水源確保として海水ポタービンなど）電源を設置。又非常用水源確保として海水ポタービンなど）電源を設置。又非常用水源確保として海水ポ

ンプ予備準備、淡水源を高所に設置ンプ予備準備、淡水源を高所に設置ンプ予備準備、淡水源を高所に設置ンプ予備準備、淡水源を高所に設置など、長時間電力供給など、長時間電力供給など、長時間電力供給など、長時間電力供給

今後の原子力の安全強化対策（続き）

10

ンプ予備準備、淡水源を高所に設置ンプ予備準備、淡水源を高所に設置ンプ予備準備、淡水源を高所に設置ンプ予備準備、淡水源を高所に設置など、長時間電力供給など、長時間電力供給など、長時間電力供給など、長時間電力供給

６６６６．過酷事故後の放射能放出．過酷事故後の放射能放出．過酷事故後の放射能放出．過酷事故後の放射能放出抑抑抑抑制策制策制策制策

事故事故事故事故時の時の時の時の緊急緊急緊急緊急制御制御制御制御室室室室（（（（免免免免震、放射能対策）を設置、震、放射能対策）を設置、震、放射能対策）を設置、震、放射能対策）を設置、格納容器格納容器格納容器格納容器

機能強化、機能強化、機能強化、機能強化、ベベベベンンンントフトフトフトフィルター設置などィルター設置などィルター設置などィルター設置など

７７７７．．．．周辺周辺周辺周辺自自自自治体治体治体治体のののの避難計画避難計画避難計画避難計画

等々の安全性強化により、炉心溶融事故の起こる確率、放射

能汚染拡大の惧れは福島事故以前より格段に減少。



耐震性と耐津波の更なる強化

• 活断層ではない活断層ではない活断層ではない活断層ではない岩盤上岩盤上岩盤上岩盤上ににににSSSSククククララララスのスのスのスの建築物建築物建築物建築物....を設置を設置を設置を設置

• 後後後後期更期更期更期更新新新新世世世世（（（（12121212～～～～13131313万万万万年年年年前前前前））））以降以降以降以降に活動した事がに活動した事がに活動した事がに活動した事が否否否否定出来ない定出来ない定出来ない定出来ない

断層は活断層。断層は活断層。断層は活断層。断層は活断層。要要要要すれすれすれすれば中期更ば中期更ば中期更ば中期更新新新新世世世世（（（（40404040万万万万年年年年前前前前））））迄遡迄遡迄遡迄遡ってってってって評価評価評価評価....

• 想定想定想定想定さささされる最大規模の地震をれる最大規模の地震をれる最大規模の地震をれる最大規模の地震を““““基準地震動基準地震動基準地震動基準地震動””””とする。とする。とする。とする。

• 過去に過去に過去に過去に記録記録記録記録のある最大の津波高のある最大の津波高のある最大の津波高のある最大の津波高ささささを超えるを超えるを超えるを超える““““設設設設計計計計基準津波基準津波基準津波基準津波””””をををを

想定し対策。想定し対策。想定し対策。想定し対策。

教訓教訓教訓教訓1111

11

九九九九電電電電川川川川内内内内1111，，，，2222号号号号機の機の機の機の評価評価評価評価

１．発電所の地下には１．発電所の地下には１．発電所の地下には１．発電所の地下には活断層は活断層は活断層は活断層は無無無無いいいいことを確ことを確ことを確ことを確認認認認。。。。

２．基準地震動２．基準地震動２．基準地震動２．基準地震動

当初：敷当初：敷当初：敷当初：敷地に地に地に地に特特特特定の定の定の定の鹿児鹿児鹿児鹿児島島島島県北西部県北西部県北西部県北西部地震（地震（地震（地震（1997199719971997年）から年）から年）から年）から555540404040ガルガルガルガル

今回今回今回今回：：：：北北北北海海海海道留萌道留萌道留萌道留萌庁庁庁庁南部南部南部南部地震（地震（地震（地震（2004200420042004年）を考慮し、年）を考慮し、年）を考慮し、年）を考慮し、666620202020ガルにガルにガルにガルに変更変更変更変更。。。。

３．津波高３．津波高３．津波高３．津波高ささささ

当初：当初：当初：当初：発電所発電所発電所発電所周辺周辺周辺周辺の活断層での地震による津波の活断層での地震による津波の活断層での地震による津波の活断層での地震による津波：：：：4444ｍｍｍｍ

今回今回今回今回：：：：沖縄沖縄沖縄沖縄海海海海溝溝溝溝ににににおおおおけるプけるプけるプけるプレレレレーーーートトトト間地震による津波間地震による津波間地震による津波間地震による津波：：：：5555ｍｍｍｍにににに変更変更変更変更



川内原子力発電所の津波対策の状況

〇津波防水対策〇津波防水対策〇津波防水対策〇津波防水対策海水ポンプエリア防水対策工事海水ポンプエリア防水対策工事海水ポンプエリア防水対策工事海水ポンプエリア防水対策工事

防護壁

12

津波高さ：約津波高さ：約津波高さ：約津波高さ：約4m⇒⇒⇒⇒約約約約5m
海水ポンプエリア高さ：約海水ポンプエリア高さ：約海水ポンプエリア高さ：約海水ポンプエリア高さ：約5m
防護壁：約防護壁：約防護壁：約防護壁：約15ｍｍｍｍ

防護堤：約防護堤：約防護堤：約防護堤：約8m
貯留貯留貯留貯留せきせきせきせき：引き波対策：引き波対策：引き波対策：引き波対策

九州電力ホームページより



玄海発電所の水密扉

13
北海道大学奈良林直教授、H26年10月24日講演資料から



〇竜巻対策〇竜巻対策〇竜巻対策〇竜巻対策：：：：復復復復水タン水タン水タン水タンクククク････燃料取燃料取燃料取燃料取替用水タン替用水タン替用水タン替用水タンクエリアの防クエリアの防クエリアの防クエリアの防護護護護対策対策対策対策

川内原子力発電所の竜巻対策の状況

14
九州電力ホームページより



川内原子力発電所の火山噴火対策

15



テロリストによる航空機落下事故時対策

5555年年年年以以以以内に設置内に設置内に設置内に設置

原子炉から１原子炉から１原子炉から１原子炉から１００００００００mmmm離離離離れたれたれたれた場場場場所に原子炉遠隔停止・冷却機能を所に原子炉遠隔停止・冷却機能を所に原子炉遠隔停止・冷却機能を所に原子炉遠隔停止・冷却機能を有有有有

するするするする建屋建屋建屋建屋

16
New Regulatory Requirements for Light-Water Nuclear Power Plants(Nov.2013 NRA)



全電源喪失時の安全強化対策の考え方

別置きポンプ、可搬式ディーゼ別置きポンプ、可搬式ディーゼ別置きポンプ、可搬式ディーゼ別置きポンプ、可搬式ディーゼ

ルポンプ車の配置ルポンプ車の配置ルポンプ車の配置ルポンプ車の配置

淡水注入、海水注入ラインの設置淡水注入、海水注入ラインの設置淡水注入、海水注入ラインの設置淡水注入、海水注入ラインの設置

移動式大容量発電機車（空冷ディー移動式大容量発電機車（空冷ディー移動式大容量発電機車（空冷ディー移動式大容量発電機車（空冷ディー

ゼル、ガスタービン）、非常用蓄電池ゼル、ガスタービン）、非常用蓄電池ゼル、ガスタービン）、非常用蓄電池ゼル、ガスタービン）、非常用蓄電池、

目的：炉心溶融・格納容器漏洩防止

教訓２教訓２教訓２教訓２

17
別置きポンプ、可搬式ディーゼルポンプ車の配置別置きポンプ、可搬式ディーゼルポンプ車の配置別置きポンプ、可搬式ディーゼルポンプ車の配置別置きポンプ、可搬式ディーゼルポンプ車の配置

非常用ディーゼル非常用ディーゼル非常用ディーゼル非常用ディーゼル

発電機２機発電機２機発電機２機発電機２機

安全系蓄電池安全系蓄電池安全系蓄電池安全系蓄電池

ディーゼル発電機冷却用可搬式ディーゼル発電機冷却用可搬式ディーゼル発電機冷却用可搬式ディーゼル発電機冷却用可搬式

海水ポンプ車、海水ポンプ・モー海水ポンプ車、海水ポンプ・モー海水ポンプ車、海水ポンプ・モー海水ポンプ車、海水ポンプ・モー

ター予備ター予備ター予備ター予備

水素燃焼装置設置水素燃焼装置設置水素燃焼装置設置水素燃焼装置設置



格納容器機能強化、緊急時代替対策所

18
北海道大学奈良林直教授、H26年10月24日講演資料から

格納容器水素再結合装置格納容器水素再結合装置格納容器水素再結合装置格納容器水素再結合装置 格納容器からの放射能低減スプレイ格納容器からの放射能低減スプレイ格納容器からの放射能低減スプレイ格納容器からの放射能低減スプレイ

緊急時代替対策所緊急時代替対策所緊急時代替対策所緊急時代替対策所



玄海発電所の非常用炉心注入ポンプ

19

常設電動注入ポンプ常設電動注入ポンプ常設電動注入ポンプ常設電動注入ポンプ

可搬式ディーゼルポンプ可搬式ディーゼルポンプ可搬式ディーゼルポンプ可搬式ディーゼルポンプ

移動式大容量ポンプ移動式大容量ポンプ移動式大容量ポンプ移動式大容量ポンプ

北海道大学奈良林直教授、H26年10月24日講演資料から



第１層

異常発生

防止

第５層

放射線影

響緩和

第４層

過酷事故

防止

第３層

異常の影

響緩和

第2層

異常拡大

防止

余裕ある安全設

計（地震対策等）

フェイルセーフ（安

全側へ作動）

異常の検知

原子炉の自動

停止

非常用原子炉

冷却装置

原子炉格納容

器

確率的手法で

潜在的危険性

評価

操作手順と設

備強化で防止

オフサイトセ

ンター設置

合同対策協

議会

深層防護を3層から5層へ
教訓３教訓３教訓３教訓３

20

インターロック

（誤操作防止）

止める

冷やす

閉じ込める

停止

器
備強化で防止

と緩和

屋内避難・退

避

これまでの深層防護（安全審査の対象） 今後はここまで規制対象に

原子炉の冷却に失敗、水素爆発、閉じ込めに失敗 炉心溶融、放射性物質異常放出

（福島第一では）（福島第一では）（福島第一では）（福島第一では）

非常電源、冷却手段・水源の多重化、多様化必要、 過酷事故後対策、避難計画必要、



新規制基準による安全強化対策設備の全体図

21



原子力災害対策指針（原子力規制委員会）

22



事故時住民避難計画

「防災「防災「防災「防災計画計画計画計画」」」」 ：：：：自然災害を自然災害を自然災害を自然災害を含め含め含め含め内閣府内閣府内閣府内閣府

「原子力防災対策「原子力防災対策「原子力防災対策「原子力防災対策指針指針指針指針」」」」 ：：：：原子力規制委員会原子力規制委員会原子力規制委員会原子力規制委員会

「原子力防災「原子力防災「原子力防災「原子力防災計画計画計画計画」」」」：県：県：県：県

「「「「避難避難避難避難行動行動行動行動計画計画計画計画」」」」：：：：立地立地立地立地市町村市町村市町村市町村

23

「「「「県県県県防災会防災会防災会防災会議議議議」で」で」で」で審審審審査、査、査、査、承認承認承認承認

「「「「避難避難避難避難行動行動行動行動計画計画計画計画」」」」：：：：立地立地立地立地市町村市町村市町村市町村

判断判断判断判断基準基準基準基準；；；；福島第一事故福島第一事故福島第一事故福島第一事故時避難時避難時避難時避難の教訓反の教訓反の教訓反の教訓反映映映映

（線量（線量（線量（線量基準、基準、基準、基準、屋屋屋屋内内内内退避退避退避退避、、、、病院病院病院病院・・・・介護介護介護介護施設施設施設施設等）等）等）等）



安全目標（新規制基準との整合性は？）（新規制基準との整合性は？）（新規制基準との整合性は？）（新規制基準との整合性は？）

� 炉炉炉炉心損傷心損傷心損傷心損傷頻度頻度頻度頻度：：：： 1111////10101010, , , , 000000000000年年年年 以以以以下下下下

(USA < (USA < (USA < (USA < 1111////10101010, , , , 000000000000 y, France <  y, France <  y, France <  y, France < 1111////100100100100,,,,000000000000y) y) y) y) 

� 格納容器格納容器格納容器格納容器機能喪失頻度機能喪失頻度機能喪失頻度機能喪失頻度 ((((1111テテテテララララ BqBqBqBq以以以以下下下下), ), ), ), 

1111/ / / / 100100100100,,,,000000000000年年年年以以以以下下下下

� 100100100100テテテテララララBqBqBqBqを超える放射能放出事故の頻度を超える放射能放出事故の頻度を超える放射能放出事故の頻度を超える放射能放出事故の頻度

1111////1111,,,,000000000000,,,,000000000000    年年年年以以以以下下下下
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1111////1111,,,,000000000000,,,,000000000000    年年年年以以以以下下下下

(USA <(USA <(USA <(USA <1111////100100100100,,,,000000000000ys, France <ys, France <ys, France <ys, France <1111////1111,,,,000000000000,,,,000000000000) ) ) ) 

� 日常日常日常日常生生生生活に活に活に活に於於於於けるけるけるけるリリリリスクスクスクスク

(Source: Government Earthquake Research Committee(Source: Government Earthquake Research Committee(Source: Government Earthquake Research Committee(Source: Government Earthquake Research Committee) 



エネルギー供給システムの事故規模による

被害曲線（ＯＥＣＤ）

事

故

発

25
平成21年8月、筑波大学内山洋司教授講演から

発

生

頻

度

死者数



エネルギー供給システムの事故規模による

被害曲線（非ＯＥＣＤ）

事

故

発

26
平成21年8月、筑波大学内山洋司教授講演から

発

生

頻

度

死者数

仮想死者数は現実に仮想死者数は現実に仮想死者数は現実に仮想死者数は現実に

は起きなかったは起きなかったは起きなかったは起きなかった



■放射放射放射放射線線線線被ば被ば被ば被ばくくくく100100100100ｍｍｍｍSvSvSvSv以以以以下では下では下では下では他他他他とととと区区区区別が別が別が別がつつつつかない。かない。かない。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被爆爆被爆爆被爆爆被爆者者者者やチェやチェやチェやチェルルルルノブイリノブイリノブイリノブイリ事故事故事故事故被ば被ば被ば被ばく者のく者のく者のく者の

追跡結果追跡結果追跡結果追跡結果からからからから、、、、““““年間年間年間年間100100100100mSvmSvmSvmSv以以以以下の放射下の放射下の放射下の放射線被ば線被ば線被ば線被ばくではくではくではくでは健康被健康被健康被健康被

害の害の害の害の報告報告報告報告はははは無無無無いいいい””””、、、、

� ““““100100100100ｍｍｍｍSvSvSvSvのののの被ば被ば被ば被ばくでくでくでくで癌癌癌癌にににに罹罹罹罹る確る確る確る確率率率率はははは野菜摂取不足や塩野菜摂取不足や塩野菜摂取不足や塩野菜摂取不足や塩分分分分

のののの取取取取り過り過り過り過ぎぎぎぎとととと同等同等同等同等””””

福島の低線量被ばくの健康被害の実態は？
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� ““““（（（（被ば被ば被ば被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””””。。。。

■WHO(国際国際国際国際保保保保健健健健機機機機構構構構)や国連科学や国連科学や国連科学や国連科学委員会（委員会（委員会（委員会（UNSCEAR））））はははは

福島事故の福島事故の福島事故の福島事故の独自独自独自独自のののの調調調調査を行い、査を行い、査を行い、査を行い、健康健康健康健康にににに影響影響影響影響をををを及ぼ及ぼ及ぼ及ぼすすすすレベレベレベレベルルルル

ではないことをではないことをではないことをではないことを報告報告報告報告している。している。している。している。



（狙い）（狙い）（狙い）（狙い） （平成24年9月19日発足）

①政治からの独立性①政治からの独立性①政治からの独立性①政治からの独立性

②規制と利用の分離②規制と利用の分離②規制と利用の分離②規制と利用の分離

③原子力安全規制に係る関係業務の一元化③原子力安全規制に係る関係業務の一元化③原子力安全規制に係る関係業務の一元化③原子力安全規制に係る関係業務の一元化

④新安全規制と危機管理体制の強化、整備④新安全規制と危機管理体制の強化、整備④新安全規制と危機管理体制の強化、整備④新安全規制と危機管理体制の強化、整備

⑤組織文化の変革、優れた人材の養成・確保など専門性⑤組織文化の変革、優れた人材の養成・確保など専門性⑤組織文化の変革、優れた人材の養成・確保など専門性⑤組織文化の変革、優れた人材の養成・確保など専門性

原子力規制組織の改革

（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）

更更更更田豊志田豊志田豊志田豊志

田中田中田中田中 知知知知

中村中村中村中村佳代子佳代子佳代子佳代子

石渡石渡石渡石渡 明明明明

教訓４教訓４教訓４教訓４
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《《《《規制規制規制規制委員委員委員委員会の会の会の会の重重重重大な大な大な大な問題問題問題問題がががが顕在顕在顕在顕在化し、化し、化し、化し、是正是正是正是正の動の動の動の動ききききががががああああるるるる》》》》

⑴⑴⑴⑴審査プ審査プ審査プ審査プロロロロセスセスセスセスの無計画なの無計画なの無計画なの無計画な遅延遅延遅延遅延：：：：当初当初当初当初5555カ月カ月カ月カ月（（（（最最最最短）短）短）短）⇒⇒⇒⇒17171717カ月？カ月？カ月？カ月？

⑵⑵⑵⑵不不不不安安安安定定定定なななな審査審査審査審査基準基準基準基準解釈解釈解釈解釈：：：：竜巻、基準地震動など際限のなき追加評価要求

⑶⑶⑶⑶規制規制規制規制判断判断判断判断のののの変変変変化化化化；；；；耐耐耐耐火性能など火性能など火性能など火性能など



今日のお話の内容

１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？

・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？、、、、

２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？

・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー

・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態

３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？
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３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？

・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、

・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況

４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？

・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、 ・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、

・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ



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電源の構成は各国の資源量や政策等により電源の構成は各国の資源量や政策等により電源の構成は各国の資源量や政策等により異異異異なるなるなるなる。。。。

世界世界世界世界の電源の約の電源の約の電源の約の電源の約41%はははは石炭石炭石炭石炭、原子力は約、原子力は約、原子力は約、原子力は約12%。。。。
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福島事故後の世界の原子力政策動向（2011年11月当時）

～その国のエネルギー事情により様々、脱原子力はドイツ、スイス、イタリアだけ

・中国ー安全性確保を前提に積極的な開発方針を堅持。2015年に

は4,000万kW、2020年には7,000万kWを目指す

ー8月、嶺澳原子力発電所2号機が営業運転開始

・インドー4月26日、シン首相、新設計画引き続き推進を表明

－7月18日、ラジャスタン7/8号機着工

・フランスー「エネルギー自給の為、原子力放棄はあり得ない」

・米国ー3月15日、現エネルギー政策の維持を表明

Pro

31kärnkraftspolitiken 

trender i världen 

・米国ー3月15日、現エネルギー政策の維持を表明

・ロシアー事故後も国内外での積極的な開発姿勢を継続。

－6月30日、ヨルダンに新規建設提案書を提出

「お金持ちの国だけが脱原子力を議論できる」 Byウクライナ首相、3月15日

Anti

・イタリアー6月13日、国民投票で原子力新設禁止多数

・スイスー5月25日、既設炉の安全性を維持しつつ2034年ま

でに順次廃炉の方針を発表

・ドイツー6月6日、2022年までの国内原子力発電所全廃止法

案を閣議決定

・台湾ー40年運転後に順次停止し代替電源を確保

日本エネルギー経済研究所



世界は原子力発電所を今後も建設していく

中国：建設中32、

計画中23

32

現在現在現在現在444422229999基基基基運転運転運転運転中、建設中中、建設中中、建設中中、建設中76767676基、計画中基、計画中基、計画中基、計画中97979797基、基、基、基、2030203020302030年には年には年には年には22225555～～～～111100000000％増加％増加％増加％増加

計画中23

エネルギー白書2014年



地域・国地域・国地域・国地域・国 運転中運転中運転中運転中 建設中建設中建設中建設中 計画中計画中計画中計画中 合計合計合計合計

米国米国米国米国 100100100100 5555 5555 110110110110

フランスフランスフランスフランス 58585858 1111 59595959

日本日本日本日本 48484848 4444 8888 60606060

ロシアロシアロシアロシア 29292929 11111111 17171717 57575757

韓国韓国韓国韓国 23232323 5555 4444 32323232

中国中国中国中国 17171717 31313131 23232323 71717171

カナダカナダカナダカナダ 19191919 19191919

ウクライナウクライナウクライナウクライナ 15151515 2222 17171717

建設中、計画中の建設中、計画中の建設中、計画中の建設中、計画中の

国は国は国は国は30カ国カ国カ国カ国

脱原子力政策の国脱原子力政策の国脱原子力政策の国脱原子力政策の国

はははは4カ国カ国カ国カ国

BRICSBRICSBRICSBRICS＋韓国の＋韓国の＋韓国の＋韓国の5555カ国カ国カ国カ国

で増加ので増加ので増加ので増加の58585858％％％％
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ドイツドイツドイツドイツ 9999 9999

英国英国英国英国 16161616 2222 18181818

スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン 10101010 10101010

スペインスペインスペインスペイン ７７７７ ７７７７

ベルギーベルギーベルギーベルギー ７７７７ ７７７７

台湾台湾台湾台湾 6666 2222 8888

インドインドインドインド 20202020 7777 6666 33333333

その他（新設国）その他（新設国）その他（新設国）その他（新設国） 42424242 13131313（（（（2222）））） 35353535（（（（11111111）））） 90909090

合計合計合計合計 444422226666 81818181 100100100100 607607607607

合計合計合計合計出出出出力力力力((((万ｋ万ｋ万ｋ万ｋＷ）Ｗ）Ｗ）Ｗ） 38,635.638,635.638,635.638,635.6 8,398.78,398.78,398.78,398.7 11,11,11,11,222299992222 58,358,358,358,322226.36.36.36.3

1111．．．．5555倍倍倍倍

で増加ので増加ので増加ので増加の58585858％％％％

中国のみで３０中国のみで３０中国のみで３０中国のみで３０%%%%

新たに原子力導入す新たに原子力導入す新たに原子力導入す新たに原子力導入す

る国はる国はる国はる国は11111111カ国カ国カ国カ国



建設出来る原子力プラントメーカーは激減

34

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定協定協定協定が国会が国会が国会が国会承認。承認。承認。承認。H26年年年年4月月月月トトトトルルルルココココ、、、、

UAE、、、、国会国会国会国会承認承認承認承認、、、、ｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞｲﾝﾄﾞ、、、、南ｱﾌﾘｶ南ｱﾌﾘｶ南ｱﾌﾘｶ南ｱﾌﾘｶととととも交渉中。更も交渉中。更も交渉中。更も交渉中。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

ととととも交渉も交渉も交渉も交渉準備準備準備準備中。中。中。中。



原子力発電のサプライチェーンは大きい
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進展型炉進展型炉進展型炉進展型炉
現在運転現在運転現在運転現在運転中の原子炉は大部分第中の原子炉は大部分第中の原子炉は大部分第中の原子炉は大部分第2世代炉で世代炉で世代炉で世代炉でああああり、世界でり、世界でり、世界でり、世界ではよりはよりはよりはより安全性に安全性に安全性に安全性に優優優優

れた第れた第れた第れた第3世代炉、第世代炉、第世代炉、第世代炉、第3＋＋＋＋世代炉を世代炉を世代炉を世代炉を建設中、以上の建設中、以上の建設中、以上の建設中、以上の軽水軽水軽水軽水炉とは全く炉とは全く炉とは全く炉とは全く異異異異なる第なる第なる第なる第4
世代原子炉を世界世代原子炉を世界世代原子炉を世界世代原子炉を世界各各各各国では開発中で国では開発中で国では開発中で国では開発中であああある。る。る。る。

次世代の原子力発電の開発状況
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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％％％％

・・・・自自自自国産石国産石国産石国産石炭炭炭炭、、、、水水水水力、再エネ、原子力で力、再エネ、原子力で力、再エネ、原子力で力、再エネ、原子力で電力の電力の電力の電力の66％％％％はははは自給自給自給自給エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

・原子力・原子力・原子力・原子力はははは17基中基中基中基中8基基基基閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖、、、、運転運転運転運転中中中中9基は基は基は基は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政政政策。稼策。稼策。稼策。稼

働働働働率率率率はははは90％超％超％超％超、う、う、う、うちちちち6基の発電基の発電基の発電基の発電量量量量は世界は世界は世界は世界10位位位位以内と大事に以内と大事に以内と大事に以内と大事に運転継続運転継続運転継続運転継続中。中。中。中。

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%

天天天天然然然然ガスガスガスガス

14.1%

石油他

水力水力水力水力

自自自自国国国国石炭石炭石炭石炭

24.3％％％％



ドイツの再生可能エネルギー政策の実態

ドドドドイイイイツ太陽光ツ太陽光ツ太陽光ツ太陽光によるによるによるによる超超超超過過過過負担額（負担額（負担額（負担額（年年年年間）間）間）間）

再再再再生生生生可能エ可能エ可能エ可能エネネネネルルルルギギギギー全体によるー全体によるー全体によるー全体による

・・・・固定価格買固定価格買固定価格買固定価格買取制取制取制取制度（度（度（度（FIT) をををを2000年から導入、年から導入、年から導入、年から導入、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は年は年は年間約間約間約間約

70億億億億ユユユユーロ、ーロ、ーロ、ーロ、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月月月月太陽光太陽光太陽光太陽光発電発電発電発電買買買買取取取取価格価格価格価格をををを20%（（（（以以以以降毎降毎降毎降毎年年年年12％づ％づ％づ％づつつつつ））））下げ下げ下げ下げ、、、、
10MW以上メ以上メ以上メ以上メガソガソガソガソーラーーラーーラーーラーをををを買買買買取取取取対象対象対象対象除除除除外。外。外。外。独太陽独太陽独太陽独太陽電電電電池池池池メーカーはメーカーはメーカーはメーカーは軒並み破軒並み破軒並み破軒並み破産。産。産。産。

・・・・陸陸陸陸上上上上風風風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。。。。洋洋洋洋上上上上風風風風力に期力に期力に期力に期待待待待、、、、北北北北部から部から部から部から南南南南部部部部消費消費消費消費地への地への地への地への3800km送送送送
電電電電線線線線建設計画は住民反対建設計画は住民反対建設計画は住民反対建設計画は住民反対運運運運動などで動などで動などで動などで90km程程程程度度度度しか実しか実しか実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、、、、風風風風力力力力拡拡拡拡大大大大

の最大のネック。の最大のネック。の最大のネック。の最大のネック。
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ドドドドイイイイツ太陽光ツ太陽光ツ太陽光ツ太陽光によるによるによるによる超超超超過過過過負担額（負担額（負担額（負担額（年年年年間）間）間）間）

出典：ドイツＲＷＩ経済研究所2012年レポート

10億ユーロ

再再再再生生生生可能エ可能エ可能エ可能エネネネネルルルルギギギギー全体によるー全体によるー全体によるー全体による

超過料金超過料金超過料金超過料金（（（（kWh当当当当たり）たり）たり）たり）

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

⇒⇒⇒⇒ドドドドイイイイツツツ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政政政策は今後策は今後策は今後策は今後維持維持維持維持か、か、か、か、限限限限界かの分界かの分界かの分界かの分岐岐岐岐点に点に点に点にあああある。る。る。る。



北欧４カ国の電源構成（ﾉﾙﾄﾞﾌﾟｰﾙ）

（（（（ＧＧＧＧＷＷＷＷh）））） 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デンエーデンエーデンエーデン デンデンデンデンママママーーーークククク フフフフィンランィンランィンランィンランドドドド 合計合計合計合計 （％）

水水水水力力力力 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
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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)

合計合計合計合計 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 460万万万万人人人人 900万万万万人人人人 540万万万万人人人人 520万万万万人人人人 2420万万万万人人人人

九州九州九州九州、、、、四四四四国、国、国、国、中中中中国と同国と同国と同国と同じじじじ人人人人口口口口



今日のお話の内容

１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？

・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？、、、、

・原子力の安全は・原子力の安全は・原子力の安全は・原子力の安全は誰誰誰誰がががが責任責任責任責任ががががああああるのか？るのか？るのか？るのか？

２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？

・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー

・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態

40

３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？

・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、

・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況

４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？

・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、 ・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、

・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ



高レベル放射性廃棄物とは

新新新新燃料燃料燃料燃料

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

原子炉で原子炉で原子炉で原子炉で核核核核分分分分裂裂裂裂

使使使使用用用用済済済済みみみみ燃料燃料燃料燃料

（（（（核分核分核分核分裂裂裂裂生成物：生成物：生成物：生成物：4.7％％％％、、、、U235:1.1%、、、、Pu239:1%、、、、U238:残残残残りりりり））））
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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 核核核核分分分分裂生成物裂生成物裂生成物裂生成物Pu239

高高高高レベレベレベレベル放射性廃ル放射性廃ル放射性廃ル放射性廃棄物棄物棄物棄物

フィンランド、フィンランド、フィンランド、フィンランド、

スゥエーデン、スゥエーデン、スゥエーデン、スゥエーデン、

米国など米国など米国など米国など

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

《《《《原子燃料リサイクル原子燃料リサイクル原子燃料リサイクル原子燃料リサイクル》》》》 《《《《深深深深地地地地層層層層処分処分処分処分》》》》

フランス、日本フランス、日本フランス、日本フランス、日本

などなどなどなど



高高高高レベルレベルレベルレベル放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物のののの有害度減少効果有害度減少効果有害度減少効果有害度減少効果

処分される放射能の潜在的有害度は、使用済み燃料を再処理しガラス固

化体にすれば減ずる。FBRへ移行すると、その効果はさらに大きくなりうる。

42

注 高レベル放射性廃棄物の実際の危険性ではなく、高レベル放射性廃棄物と人間との間の障壁を考

慮していない潜在的な有害度を示している。使用済燃料の1年目の潜在的影響を1とした相対値。



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

まず、どんな方法が考えられるのか？まず、どんな方法が考えられるのか？まず、どんな方法が考えられるのか？まず、どんな方法が考えられるのか？

高レベル放射性廃棄物は安全に処分できるのか？
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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



直径直径直径直径43cm、、、、高高高高ささささ134cm

重量重量重量重量約約約約500kg

高レベル放射性廃棄物とは

44



地層地層地層地層処分処分処分処分してしてしてして人間界人間界人間界人間界からからからから隔離隔離隔離隔離

約約約約40年間年間年間年間分の高レ分の高レ分の高レ分の高レベベベベルルルル廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物約約約約40万本を万本を万本を万本を貯貯貯貯蔵す蔵す蔵す蔵するるるる

にににに必要必要必要必要なななな敷地敷地敷地敷地規規規規模模模模（（（（地下：約3km×約２ｋｍ）

高レベル廃棄物を高レベル廃棄物を高レベル廃棄物を高レベル廃棄物をガガガガララララススススにににに溶融固溶融固溶融固溶融固化し化し化し化し、ま、ま、ま、まず約ず約ず約ず約50年地上年地上年地上年地上保管冷却保管冷却保管冷却保管冷却後、後、後、後、オオオオーーーー

ババババーーーーパパパパック、ック、ック、ック、緩衝材（人緩衝材（人緩衝材（人緩衝材（人工工工工ババババリアリアリアリア））））でででで覆覆覆覆い、い、い、い、地下地下地下地下300m以下に以下に以下に以下に永久永久永久永久貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵
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放射性放射性放射性放射性物質を物質を物質を物質を人人人人工バ工バ工バ工バリアとリアとリアとリアと自然バ自然バ自然バ自然バリアにより、数リアにより、数リアにより、数リアにより、数万年万年万年万年にににに渡渡渡渡り、り、り、り、地球地球地球地球のののの地上地上地上地上のののの生物環生物環生物環生物環

境境境境から、人から、人から、人から、人類類類類が関が関が関が関与す与す与す与するるるるこここことなとなとなとなく深地層自然く深地層自然く深地層自然く深地層自然の管理に委の管理に委の管理に委の管理に委ねねねねる、る、る、る、最も最も最も最も確実な確実な確実な確実な方法。方法。方法。方法。



天然原子炉に学ぶ
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《《《《総総総総合合合合資資資資源エネルギー調源エネルギー調源エネルギー調源エネルギー調査査査査会原子力会原子力会原子力会原子力小委員小委員小委員小委員会会会会放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物ＷＷＷＷＧＧＧＧ：：：：H25年年年年10月月月月》》》》

これまでの立地選定プロセスと反省
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《《《《総総総総合合合合資資資資源エネルギー調源エネルギー調源エネルギー調源エネルギー調査査査査会原子力会原子力会原子力会原子力小委員小委員小委員小委員会会会会放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物ＷＷＷＷＧＧＧＧ：：：：H25年年年年10月月月月》》》》
◆◆◆◆これまでの取組・制これまでの取組・制これまでの取組・制これまでの取組・制度度度度ににににおけおけおけおけるるるる国としての反国としての反国としての反国としての反省省省省

１：１：１：１： 処分事業の処分事業の処分事業の処分事業の必要必要必要必要性・安全性に対する性・安全性に対する性・安全性に対する性・安全性に対する理解理解理解理解・合・合・合・合意意意意がががが不不不不足していた。足していた。足していた。足していた。

２：２：２：２：政府政府政府政府としてのとしてのとしてのとしてのコミコミコミコミットットットット（（（（本気本気本気本気度）度）度）度）がががが不十不十不十不十分だった。分だった。分だった。分だった。

３：３：３：３：当該当該当該当該場所で場所で場所で場所で文献文献文献文献調調調調査査査査をををを行行行行うことについての地うことについての地うことについての地うことについての地元元元元がががが負負負負うううう説明責任説明責任説明責任説明責任、、、、説明負担説明負担説明負担説明負担

がががが重重重重すすすすぎぎぎぎる。る。る。る。

４４４４：：：： 調調調調査や査や査や査や処分事業に対する地処分事業に対する地処分事業に対する地処分事業に対する地域域域域住民の住民の住民の住民の参加参加参加参加のののの在在在在り方がり方がり方がり方が不明確不明確不明確不明確だった。だった。だった。だった。

「「「「第第第第4次エネルギー基本計画次エネルギー基本計画次エネルギー基本計画次エネルギー基本計画」（」（」（」（平成平成平成平成26年年年年4月月月月））））にににに「「「「対策を将来へ対策を将来へ対策を将来へ対策を将来へ先送先送先送先送りりりり

せずせずせずせず、、、、着着着着実に実に実に実に進め進め進め進める取組る取組る取組る取組み」み」み」み」をををを記載記載記載記載。。。。



火山国日本に適した場所はあるのか？

48



世界各国の処分の進捗状況

49

欧州欧州欧州欧州各各各各国では国では国では国では当初激当初激当初激当初激しい反対しい反対しい反対しい反対運運運運動が動が動が動が起き起き起き起き、、、、そそそその反の反の反の反省省省省からからからから市市市市民との対話を民との対話を民との対話を民との対話を積積積積

み重ねみ重ねみ重ねみ重ねて、て、て、て、自自自自分分分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立地がして立地がして立地がして立地が進進進進んだ。んだ。んだ。んだ。



今日のお話の内容

１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？

・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？、、、、

２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？

・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー

・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態

３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？

50

３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？

・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、

・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況

４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？

・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、 ・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、

・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ



2013年9月以来、原子力発電はゼロ！

新新新新基基基基準準準準適適適適合性合性合性合性審査中審査中審査中審査中

１０社１３１０社１３１０社１３１０社１３発電所２発電所２発電所２発電所２０基０基０基０基
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１０社１３１０社１３１０社１３１０社１３発電所２発電所２発電所２発電所２０基０基０基０基

ここここれ等がれ等がれ等がれ等が活活活活用され用され用され用されててててないのないのないのないのここここれ等がれ等がれ等がれ等が活活活活用され用され用され用されててててないのないのないのないの

は実には実には実には実には実には実には実には実に〝〝〝〝〝〝〝〝モモモモッッッッタイタイタイタイナナナナイ！イ！イ！イ！““““モモモモッッッッタイタイタイタイナナナナイ！イ！イ！イ！““““



我が国のエネルギー自給率は福島事故後激減

52

福島事故福島事故福島事故福島事故前前前前はははは22220000％％％％

エネルギー白書2014年



火力発電依存度は過去最高！

約約約約60606060％％％％⇒90⇒90⇒90⇒90％！％！％！％！
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2014年8月はたまたま冷夏により大停電を回避

火力１基の緊急停止、または火力１基の緊急停止、または火力１基の緊急停止、または火力１基の緊急停止、または

最高気温１最高気温１最高気温１最高気温１℃℃℃℃上昇で停電上昇で停電上昇で停電上昇で停電

H26需要予測最大需要予測最大需要予測最大需要予測最大1671万万万万kW
（予備率（予備率（予備率（予備率3.0％）％）％）％）

H26需要最大需要最大需要最大需要最大1522万万万万kW
（予備率（予備率（予備率（予備率11％）％）％）％）

54出典：itmedia ＨＰSNW対話イン鹿児島大学2014 講演資料 野村眞一氏



火力発電所の予期せぬ停止件数

対象：対象：対象：対象：夏季夏季夏季夏季（（（（７～９月７～９月７～９月７～９月））））＋冬季＋冬季＋冬季＋冬季（（（（１１１１２２２２～～～～２２２２月月月月））））

２２２２０１３年０１３年０１３年０１３年のののの停止停止停止停止は、は、は、は、

２２２２０１０年０１０年０１０年０１０年のののの６７％増６７％増６７％増６７％増

55SNW対話イン鹿児島大学2014 講演 野村眞一氏
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２２２２０１０１０１０１２２２２年度年度年度年度時時時時点点点点でででで運転運転運転運転

開始開始開始開始からからからから４０年経過し４０年経過し４０年経過し４０年経過し

たたたた火火火火力発電所力発電所力発電所力発電所 出典：エネルギー白書２０１４
計画外停止：突発的な事故、或

いは、計画になかった緊急補修

などによる予期せぬ停止



九電は9月24日、再エネの接続を保留

今年今年今年今年5555月月月月末末末末時時時時点点点点のののの九九九九電電電電

のののの太陽光太陽光太陽光太陽光、、、、風風風風力の設力の設力の設力の設

備備備備認認認認定は定は定は定は1717171788887777万万万万ｋｋｋｋWWWWとととと

なり、これは電力最なり、これは電力最なり、これは電力最なり、これは電力最小小小小

需要需要需要需要はははは春春春春、、、、秋秋秋秋のののの約約約約888800000000

万万万万ｋｋｋｋWWWWをををを上上上上回る。回る。回る。回る。
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中近東からの原油輸送に大きなリスク

戦争戦争戦争戦争

海海海海賊賊賊賊

わが国の原油の約90％は中東から大型タンカーで輸送

中中中中国国国国

57

石油石油石油石油備蓄備蓄備蓄備蓄(H24年年年年10月月月月現現現現在在在在）：）：）：）：196日日日日分分分分

国国国国家家家家備蓄備蓄備蓄備蓄106日日日日分分分分＋民間＋民間＋民間＋民間備蓄備蓄備蓄備蓄90日日日日分分分分



原子力発電所停止により電力由来の排出量増大

58
エネルギー白書2014年



原子力停止に伴う化石燃料コスト増

59
出典：資源エネルギー庁資料 H25.4

原子力ゼロにより毎年3.8兆円（国民一人当たり3万円）

を海外に無駄に垂れ流し！



原子力発電の停止に伴う電気料金の上昇

一一一一般家庭般家庭般家庭般家庭：：：：１．１．１．１．２２２２倍倍倍倍

北北北北電は、電は、電は、電は、更更更更にににに１７％１７％１７％１７％（（（（家庭向家庭向家庭向家庭向）、２２）、２２）、２２）、２２％％％％（産業（産業（産業（産業向向向向））））

のののの追加値上げを申請中追加値上げを申請中追加値上げを申請中追加値上げを申請中、、、、九九九九電、関電電、関電電、関電電、関電も追従？も追従？も追従？も追従？

60

産業向：１．３倍

エネルギー白書2014年

日本の電力料金は産業日本の電力料金は産業日本の電力料金は産業日本の電力料金は産業用用用用は世界一高く、は世界一高く、は世界一高く、は世界一高く、家庭用もド家庭用もド家庭用もド家庭用もドイイイイツツツツに次いで高くなったに次いで高くなったに次いで高くなったに次いで高くなった！！！！



産業界へ悪影響拡大、政府へ再稼動加速の要求

平平平平成成成成25年年年年11月月月月アンアンアンアンケケケケーーーートトトト

企企企企業業業業活活活活動に動に動に動に影響あ影響あ影響あ影響ありとりとりとりと回答回答回答回答

○○○○『『『『電力電力電力電力供給お供給お供給お供給およよよよびびびび電電電電気料金気料金気料金気料金に関に関に関に関すすすする関る関る関る関西西西西・・・・

九州企九州企九州企九州企業業業業へへへへのののの影響調査影響調査影響調査影響調査』』』』平平平平成成成成26年年年年4月月月月15日日日日、、、、

関関関関西経済連西経済連西経済連西経済連合会、合会、合会、合会、九州経済連九州経済連九州経済連九州経済連合会合会合会合会

○○○○『『『『電力多電力多電力多電力多消費消費消費消費産業の事業産業の事業産業の事業産業の事業存続存続存続存続のたのたのたのためめめめの緊の緊の緊の緊

急急急急要望要望要望要望』』』』平平平平成成成成26年年年年5月月月月27日日日日

（（（（鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼、電炉、、電炉、、電炉、、電炉、鋳造鋳造鋳造鋳造、、、、鍛造鍛造鍛造鍛造、、、、鉱鉱鉱鉱業、業、業、業、熱処熱処熱処熱処理、化理、化理、化理、化

経済団体経済団体経済団体経済団体からのからのからのからの緊急要緊急要緊急要緊急要望望望望や意や意や意や意見見見見等等等等
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（（（（鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼、電炉、、電炉、、電炉、、電炉、鋳造鋳造鋳造鋳造、、、、鍛造鍛造鍛造鍛造、、、、鉱鉱鉱鉱業、業、業、業、熱処熱処熱処熱処理、化理、化理、化理、化

学学学学等の等の等の等の工工工工業会・業会・業会・業会・協協協協会会会会））））

○○○○『『『『川内及び玄川内及び玄川内及び玄川内及び玄海原子力発電所の一海原子力発電所の一海原子力発電所の一海原子力発電所の一刻も早刻も早刻も早刻も早

い再い再い再い再稼働を求め稼働を求め稼働を求め稼働を求めるるるる』』』』平平平平成成成成26年年年年6月月月月（（（（九州経済九州経済九州経済九州経済

連連連連合会、合会、合会、合会、九州商工九州商工九州商工九州商工会会会会議議議議所所所所連連連連合会、合会、合会、合会、九州経済九州経済九州経済九州経済

同同同同友友友友会、会、会、会、九州経営九州経営九州経営九州経営者者者者協協協協会会会会））））

○○○○『『『『当面当面当面当面のエのエのエのエネネネネルルルルギギギギー政策に関ー政策に関ー政策に関ー政策に関すすすするるるる意見意見意見意見』』』』平平平平成成成成26年年年年10月月月月7日日日日、、、、経団連経団連経団連経団連、、、、

①原子力再①原子力再①原子力再①原子力再稼稼稼稼動プ動プ動プ動プロセロセロセロセスのスのスのスの加速加速加速加速、②、②、②、②地球温暖地球温暖地球温暖地球温暖化対策化対策化対策化対策税税税税のののの見直し見直し見直し見直し、③再エ、③再エ、③再エ、③再エネ導ネ導ネ導ネ導

入策の入策の入策の入策の見直し見直し見直し見直し、④エ、④エ、④エ、④エネネネネルルルルギギギギーーーーココココスススストトトト低減低減低減低減支援支援支援支援策、⑤電力策、⑤電力策、⑤電力策、⑤電力シシシシスススステムテムテムテム改革改革改革改革



電力安定供給や経済性以外の

原子力のエネルギー安全保障効果

1111....非常に高い備非常に高い備非常に高い備非常に高い備蓄効果蓄効果蓄効果蓄効果

2222....地政地政地政地政学学学学リリリリスクの低スクの低スクの低スクの低ささささ（政（政（政（政情情情情のののの安定安定安定安定国国国国からのからのからのからの燃料輸入燃料輸入燃料輸入燃料輸入））））

3333.... シシシシーーーーレレレレーンーンーンーン依存依存依存依存度の低度の低度の低度の低ささささ

4444.... 二酸二酸二酸二酸化化化化炭素排炭素排炭素排炭素排出への出への出への出への国際圧国際圧国際圧国際圧力の低力の低力の低力の低ささささ
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5.5.5.5. 潜在埋蔵量潜在埋蔵量潜在埋蔵量潜在埋蔵量の多の多の多の多ささささ（（（（枯渇リ枯渇リ枯渇リ枯渇リスクの低スクの低スクの低スクの低ささささ））））

6.6.6.6.原子力保原子力保原子力保原子力保有有有有による、による、による、による、他エネ他エネ他エネ他エネルルルルギギギギーーーー資資資資源源源源獲得獲得獲得獲得へのバーへのバーへのバーへのバーゲゲゲゲ

ニニニニンンンングパワグパワグパワグパワーーーー

7777....原子力原子力原子力原子力技術技術技術技術の保の保の保の保有有有有によるによるによるによる国際国際国際国際的的的的優位優位優位優位性性性性

8.8.8.8. 疑似疑似疑似疑似的であれ「自的であれ「自的であれ「自的であれ「自国エネ国エネ国エネ国エネルルルルギギギギー源」の保ー源」の保ー源」の保ー源」の保有有有有によるによるによるによる

“Energy Independence”“Energy Independence”“Energy Independence”“Energy Independence”のののの向上効果向上効果向上効果向上効果（自給（自給（自給（自給率向上率向上率向上率向上））））

山名元京大教授の講演資料より



今日のお話の内容

１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？１．福島の教訓によりどれだけ安全が強化されるか？

・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？・福島事故の教訓、・規制組織改革、・新規制基準、・川内・玄海は？、、、、

２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？２．海外の動向は？

・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー・福島事故の海外の反応、・世界の原子力建設計画、・メーカー

・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態・次世代原子炉の開発、・欧州の実態

３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？
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３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？３．高レベル放射性廃棄物の地層処分とは？

・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、・核燃料リサイクル、・高レベル廃棄物とは、・最終処分の方法、

・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況・ナチュラルアナロジー、・火山国日本に適地は？・海外の処分状況

４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？４．原子力ゼロでも電気は足りている？

・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、・火力の実態、・再生可能エネルギーの実態、 ・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、・第３次石油危機、

・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、・化石燃料代の無駄、・電力料金、・産業界の苦境、・温暖化、

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ

・エネルギー基本計画、・原子力のメリット・デメリット、・士君子諸君へ・エネルギー基本計画、・原子力のメリット・デメリット、・士君子諸君へ・エネルギー基本計画、・原子力のメリット・デメリット、・士君子諸君へ・エネルギー基本計画、・原子力のメリット・デメリット、・士君子諸君へ



2014年4月エネルギー基本計画から

第第第第2節節節節各各各各エネルギー源のエネルギー源のエネルギー源のエネルギー源の位置付け位置付け位置付け位置付けとととと政政政政策の策の策の策の時間軸時間軸時間軸時間軸

（（（（2））））原子力原子力原子力原子力

①位置付け①位置付け①位置付け①位置付け：：：： 「「「「・・・安全の・・・安全の・・・安全の・・・安全の確保確保確保確保を大を大を大を大前提前提前提前提に、・・・に、・・・に、・・・に、・・・重要重要重要重要なベーなベーなベーなベーススススローローローロードドドド電源電源電源電源」」」」

②政②政②政②政策の方向性：安全性を全てに策の方向性：安全性を全てに策の方向性：安全性を全てに策の方向性：安全性を全てに優先させ優先させ優先させ優先させ、原子力、原子力、原子力、原子力委員委員委員委員会により世界で最会により世界で最会により世界で最会により世界で最もももも

厳厳厳厳しいしいしいしい水水水水準の規制基準に適合すると準の規制基準に適合すると準の規制基準に適合すると準の規制基準に適合すると認め認め認め認められた原子力発電所は再稼働をられた原子力発電所は再稼働をられた原子力発電所は再稼働をられた原子力発電所は再稼働を

進め進め進め進める。立地る。立地る。立地る。立地自治体自治体自治体自治体のののの理解理解理解理解とととと協協協協力を力を力を力を得得得得るよう国がるよう国がるよう国がるよう国が前前前前面に立つ。面に立つ。面に立つ。面に立つ。

原発原発原発原発依存度依存度依存度依存度はははは省省省省エネ、再エネ、火力エネ、再エネ、火力エネ、再エネ、火力エネ、再エネ、火力効率効率効率効率向上により、可能な向上により、可能な向上により、可能な向上により、可能な限限限限りりりり低減低減低減低減
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原発原発原発原発依存度依存度依存度依存度はははは省省省省エネ、再エネ、火力エネ、再エネ、火力エネ、再エネ、火力エネ、再エネ、火力効率効率効率効率向上により、可能な向上により、可能な向上により、可能な向上により、可能な限限限限りりりり低減低減低減低減

使用済み使用済み使用済み使用済み燃料燃料燃料燃料問題問題問題問題は、将来世代には、将来世代には、将来世代には、将来世代に先送先送先送先送りしないよう対策をりしないよう対策をりしないよう対策をりしないよう対策を着着着着実に実に実に実に進め進め進め進める。る。る。る。

核核核核不拡不拡不拡不拡散散散散、核、核、核、核セセセセキキキキュリテュリテュリテュリティィィィ強強強強化に化に化に化に必要必要必要必要なななな措措措措置置置置、、、、研究研究研究研究開発を開発を開発を開発を推推推推進進進進

３３３３．政．政．政．政策の策の策の策の時間軸時間軸時間軸時間軸とエネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーミミミミックックックックススススのののの関係関係関係関係

・本計画は、中長期・本計画は、中長期・本計画は、中長期・本計画は、中長期（（（（今後今後今後今後20年程年程年程年程度）度）度）度）の安の安の安の安定定定定的なエネルギー的なエネルギー的なエネルギー的なエネルギー需需需需給給給給構造構造構造構造をををを確確確確立立立立

するするするする為為為為にににに2018~20年までを年までを年までを年までを集集集集中改革実施期中改革実施期中改革実施期中改革実施期間間間間としとしとしとしそそそその期の期の期の期間間間間のののの政政政政策策策策

・エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギーミミミミックックックックス（ス（ス（ス（数値数値数値数値計画計画計画計画））））は、原子力再稼動、再エネ導入、温暖化は、原子力再稼動、再エネ導入、温暖化は、原子力再稼動、再エネ導入、温暖化は、原子力再稼動、再エネ導入、温暖化問題問題問題問題

の国の国の国の国際際際際的的的的議論議論議論議論等等等等をををを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、速速速速ややややかにかにかにかに示示示示す。す。す。す。



原子力のメリット、デメリット

《《《《メリットメリットメリットメリット》》》》

１１１１．今．今．今．今現在現在現在現在原子力発電所にある原子力発電所にある原子力発電所にある原子力発電所にある燃料だ燃料だ燃料だ燃料だけでもけでもけでもけでも3333，，，，4444年間発電でき年間発電でき年間発電でき年間発電でき

る。る。る。る。即ち即ち即ち即ち、自給、自給、自給、自給エネエネエネエネルルルルギギギギーにーにーにーに匹敵匹敵匹敵匹敵するするするする備備備備蓄蓄蓄蓄性が性が性が性があり、あり、あり、あり、〝〝〝〝準準準準国産国産国産国産

エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー““““とととと言わ言わ言わ言われる。れる。れる。れる。石油石油石油石油はははは200200200200日分しか備日分しか備日分しか備日分しか備蓄さ蓄さ蓄さ蓄されていなれていなれていなれていな

い。い。い。い。石炭や天石炭や天石炭や天石炭や天然ガスはもっと然ガスはもっと然ガスはもっと然ガスはもっと少少少少ない。ない。ない。ない。

２２２２．．．．発電発電発電発電単単単単価価価価が最も安くが最も安くが最も安くが最も安く、しかも、しかも、しかも、しかも燃料燃料燃料燃料高高高高騰騰騰騰のののの影響影響影響影響はははは少少少少ない。ない。ない。ない。石石石石
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２２２２．．．．発電発電発電発電単単単単価価価価が最も安くが最も安くが最も安くが最も安く、しかも、しかも、しかも、しかも燃料燃料燃料燃料高高高高騰騰騰騰のののの影響影響影響影響はははは少少少少ない。ない。ない。ない。石石石石

炭炭炭炭火力火力火力火力ややややLNGLNGLNGLNG火力は火力は火力は火力は燃料燃料燃料燃料高高高高騰騰騰騰のののの影響影響影響影響を大きく受け、発電を大きく受け、発電を大きく受け、発電を大きく受け、発電単単単単価価価価

は今後は今後は今後は今後上上上上昇昇昇昇するするするする傾傾傾傾向向向向。。。。

３３３３．発電に．発電に．発電に．発電に伴伴伴伴うううう二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素をををを排排排排出しない出しない出しない出しない。地。地。地。地球温暖球温暖球温暖球温暖化対策に化対策に化対策に化対策に貢貢貢貢

献献献献出来る。出来る。出来る。出来る。

４４４４．原子力に．原子力に．原子力に．原子力に係わ係わ係わ係わるるるる科学科学科学科学・・・・技術技術技術技術分分分分野野野野はははは広広広広範範範範にににに亘亘亘亘り、り、り、り、開開開開発、発、発、発、研究研究研究研究、、、、

設設設設計計計計、、、、製造製造製造製造、、、、運転運転運転運転保保保保守守守守、廃炉、廃、廃炉、廃、廃炉、廃、廃炉、廃棄物棄物棄物棄物処分など一処分など一処分など一処分など一連連連連のののの学学学学問、問、問、問、研研研研

究究究究、、、、産産産産業分業分業分業分野野野野のすのすのすのすそそそそ野野野野は非常に大きく、は非常に大きく、は非常に大きく、は非常に大きく、産産産産官官官官学学学学のののの人材人材人材人材のののの包包包包容容容容

力、力、力、力、研究開研究開研究開研究開発の発の発の発の他他他他分分分分野野野野への波への波への波への波及及及及、、、、産産産産業業業業界界界界のののの売売売売上上上上利益利益利益利益へのへのへのへの貢貢貢貢

献献献献など、など、など、など、我我我我がががが国国国国のののの産産産産官官官官学学学学の発の発の発の発展展展展へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与は大きい、は大きい、は大きい、は大きい、



５．５．５．５．世世世世界界界界には原子力発電には原子力発電には原子力発電には原子力発電建建建建設設設設計画計画計画計画が数多くあり、一が数多くあり、一が数多くあり、一が数多くあり、一方そ方そ方そ方それをれをれをれを

担担担担ううううメメメメーーーーカカカカーはーはーはーは少少少少ない。福島事故をない。福島事故をない。福島事故をない。福島事故を経験経験経験経験したしたしたした我我我我がががが国国国国ののののメメメメーーーー

カカカカーがより安全な原子力をーがより安全な原子力をーがより安全な原子力をーがより安全な原子力を建建建建設することは設することは設することは設することは世世世世界界界界へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献にににに

なり、またなり、またなり、またなり、また我我我我がががが国産国産国産国産業業業業界界界界にとって大規模なにとって大規模なにとって大規模なにとって大規模な仕仕仕仕事の確保事の確保事の確保事の確保になる。になる。になる。になる。

６．６．６．６．化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料を海を海を海を海外外外外からからからから購購購購入入入入するするするする際際際際のののの価格価格価格価格交交交交渉渉渉渉に、に、に、に、代替代替代替代替としとしとしとし

ての原子力があることはての原子力があることはての原子力があることはての原子力があることは有有有有利利利利である。である。である。である。

原子力のメリット、デメリット（続き）

《《《《メリットメリットメリットメリット》》》》続き続き続き続き
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ての原子力があることはての原子力があることはての原子力があることはての原子力があることは有有有有利利利利である。である。である。である。

７７７７．長．長．長．長期期期期的には化的には化的には化的には化石燃料石燃料石燃料石燃料はははは枯渇枯渇枯渇枯渇にににに向向向向かい、かい、かい、かい、価格価格価格価格高高高高騰騰騰騰、、、、資資資資源源源源

獲得獲得獲得獲得競争激競争激競争激競争激化する。原子力化する。原子力化する。原子力化する。原子力技術技術技術技術力を力を力を力を維持維持維持維持していれしていれしていれしていればばばば、いず、いず、いず、いず

れれれれ訪訪訪訪れるれるれるれる化化化化石燃料枯渇石燃料枯渇石燃料枯渇石燃料枯渇時時時時代代代代にもにもにもにも国国国国家家家家存存存存続続続続にににに必須必須必須必須ののののエネエネエネエネルルルル

ギギギギー源を確保ー源を確保ー源を確保ー源を確保出来る。出来る。出来る。出来る。

８８８８．．．．石油や天石油や天石油や天石油や天然ガスを然ガスを然ガスを然ガスを温温温温存存存存でき、でき、でき、でき、素素素素材材材材原原原原料料料料、航空機、航空機、航空機、航空機やややや船船船船のののの燃燃燃燃

料料料料としてより長としてより長としてより長としてより長期期期期にににに利利利利用出来る。用出来る。用出来る。用出来る。

９９９９．．．．原子力に原子力に原子力に原子力に代代代代わわわわる基る基る基る基幹幹幹幹エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの見通見通見通見通ししししは今のとこは今のとこは今のとこは今のところろろろなななな

い。い。い。い。



原子力のメリット、デメリット(続き）

《《《《デメリットデメリットデメリットデメリット》》》》

１１１１．東．東．東．東電福島事故では炉電福島事故では炉電福島事故では炉電福島事故では炉心溶融心溶融心溶融心溶融事故が事故が事故が事故が起き起き起き起き、放射能の放、放射能の放、放射能の放、放射能の放出出出出により、周辺がにより、周辺がにより、周辺がにより、周辺が

汚染汚染汚染汚染さささされ、れ、れ、れ、11110000万万万万人人人人以上の以上の以上の以上の人人人人が長期にが長期にが長期にが長期に避難避難避難避難し、物し、物し、物し、物心心心心両両両両面の大面の大面の大面の大ききききなななな被害被害被害被害をををを受受受受けけけけ

ている。また、ている。また、ている。また、ている。また、農作農作農作農作物物物物やややや魚魚魚魚介介介介類類類類もももも汚染汚染汚染汚染の可能性がの可能性がの可能性がの可能性がああああり、り、り、り、農農農農業業業業やややや漁漁漁漁業の放棄、業の放棄、業の放棄、業の放棄、

作作作作物の全物の全物の全物の全数検数検数検数検査査査査、、、、風風風風評被害評被害評被害評被害などなどなどなどもももも受受受受けけけけている。事故の教訓をている。事故の教訓をている。事故の教訓をている。事故の教訓を受受受受けけけけて、て、て、て、原子原子原子原子

力の安全性力の安全性力の安全性力の安全性は事故は事故は事故は事故前前前前とはとはとはとは比べ比べ比べ比べ物にならない物にならない物にならない物にならない位強位強位強位強化、災化、災化、災化、災害害害害ににににも強も強も強も強靭靭靭靭ななななもももものとのとのとのと

なっているが、なっているが、なっているが、なっているが、リリリリススススクはゼロではない。クはゼロではない。クはゼロではない。クはゼロではない。

２２２２．．．．我我我我が国は地震、が国は地震、が国は地震、が国は地震、津波津波津波津波、火山など、火山など、火山など、火山など自自自自然災然災然災然災害害害害の多い国の多い国の多い国の多い国土土土土ででででああああり、これり、これり、これり、これ等等等等がいがいがいがい
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２２２２．．．．我我我我が国は地震、が国は地震、が国は地震、が国は地震、津波津波津波津波、火山など、火山など、火山など、火山など自自自自然災然災然災然災害害害害の多い国の多い国の多い国の多い国土土土土ででででああああり、これり、これり、これり、これ等等等等がいがいがいがい

つどこでどのような規つどこでどのような規つどこでどのような規つどこでどのような規模模模模でででで起起起起こるか、こるか、こるか、こるか、予測予測予測予測は大は大は大は大変変変変困困困困難難難難でででであああある。従って、る。従って、る。従って、る。従って、そそそそのののの

対策対策対策対策ももももここまで考えれここまで考えれここまで考えれここまで考えればばばば大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫ということがということがということがということが言言言言えないので、えないので、えないので、えないので、想想想想定定定定と対策がと対策がと対策がと対策が際際際際

限限限限がなくなる。がなくなる。がなくなる。がなくなる。

３３３３．．．．事故の最大の事故の最大の事故の最大の事故の最大の被害被害被害被害はははは放射性物質放放射性物質放放射性物質放放射性物質放出出出出によるによるによるによる健康被害健康被害健康被害健康被害、、、、環環環環境境境境汚染汚染汚染汚染、、、、食食食食品品品品

安全安全安全安全影響影響影響影響でででであああある。福島事故からる。福島事故からる。福島事故からる。福島事故から3333年以上年以上年以上年以上経ち経ち経ち経ち、これらはい、これらはい、これらはい、これらはいずずずずれれれれもももも実実実実害害害害はははは殆殆殆殆

ど無いとど無いとど無いとど無いと専門専門専門専門家家家家はははは評評評評価価価価している。しかし、している。しかし、している。しかし、している。しかし、問題問題問題問題はははは避難避難避難避難生生生生活活活活とととと風風風風評被害評被害評被害評被害によるによるによるによる

精神精神精神精神的、物質的的、物質的的、物質的的、物質的影響影響影響影響でででであああある。放射る。放射る。放射る。放射線線線線被ば被ば被ば被ばくにくにくにくに関関関関する国民のする国民のする国民のする国民の理解理解理解理解促促促促進進進進と学と学と学と学

校校校校・・・・社社社社会の教会の教会の教会の教育育育育をををを継続継続継続継続し、し、し、し、浸透浸透浸透浸透することがすることがすることがすることが重要重要重要重要でででであああある。る。る。る。

４．４．４．４．高レベル放射性廃棄物高レベル放射性廃棄物高レベル放射性廃棄物高レベル放射性廃棄物（ガ（ガ（ガ（ガララララス固ス固ス固ス固化化化化体）体）体）体）のののの1111万万万万年という年という年という年という超超超超長期の長期の長期の長期の深深深深地地地地層層層層

保管保管保管保管に対する立地のに対する立地のに対する立地のに対する立地の理解理解理解理解は、は、は、は、NIMBYNIMBYNIMBYNIMBY現現現現象象象象もあもあもあもありりりり極極極極めめめめてててて困困困困難難難難でででであああある。る。る。る。



終わりに、士君子達へ

１．１．１．１．我我我我がががが国国国国ははははエネエネエネエネルルルルギギギギーーーー資資資資源最源最源最源最貧貧貧貧国国国国、、、、唯唯唯唯一の一の一の一の資資資資源の源の源の源の人人人人財により財により財により財により

高度か高度か高度か高度かつちつちつちつち密な密な密な密な科学技術科学技術科学技術科学技術力を力を力を力を駆駆駆駆使使使使し、化し、化し、化し、化石燃料石燃料石燃料石燃料、原子力、原子力、原子力、原子力そそそそしししし

て再て再て再て再生生生生可能可能可能可能エネエネエネエネルルルルギギギギーをバーをバーをバーをバラララランス良くンス良くンス良くンス良く利利利利活用することが活用することが活用することが活用することが肝肝肝肝要要要要。。。。

２．どの２．どの２．どの２．どのエネエネエネエネルルルルギギギギー源もー源もー源もー源も資資資資源源源源量量量量、供給安定性（、供給安定性（、供給安定性（、供給安定性（経経経経済済済済性、性、性、性、調調調調達達達達性）、性）、性）、性）、

信頼性、信頼性、信頼性、信頼性、社社社社会受会受会受会受容容容容性（性（性（性（環境環境環境環境性、安全性）の全てを性、安全性）の全てを性、安全性）の全てを性、安全性）の全てを満満満満足足足足するものするものするものするもの

はなく、またゼロはなく、またゼロはなく、またゼロはなく、またゼロリリリリスクのスクのスクのスクのエネエネエネエネルルルルギギギギー源もない。ー源もない。ー源もない。ー源もない。
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３．３．３．３．2011201120112011年年年年3333月の月の月の月の東東東東電福島電福島電福島電福島第第第第一原子力事故は一原子力事故は一原子力事故は一原子力事故は痛恨痛恨痛恨痛恨の事故、の事故、の事故、の事故、ママママスススス

コミコミコミコミやややや時の政府が元時の政府が元時の政府が元時の政府が元々々々々からあったからあったからあったからあった核核核核アアアアレレレレルルルルギギギギー、放射能アー、放射能アー、放射能アー、放射能アレレレレ

ルルルルギギギギーをーをーをーをささささらにらにらにらに煽煽煽煽ったったったった為為為為に、原子力にに、原子力にに、原子力にに、原子力につつつついていていていて公平公平公平公平、冷、冷、冷、冷静静静静なななな議議議議

論論論論、理解が、理解が、理解が、理解が未未未未だだだだにににに困困困困難難難難なななな現現現現状状状状はははは国国国国家として家として家として家として実実実実にににに憂憂憂憂慮す慮す慮す慮すべべべべき。き。き。き。

４．４．４．４．〝〝〝〝技術技術技術技術にににに堪堪堪堪能なる能なる能なる能なる士君士君士君士君子子子子““““（（（（明明明明専総専総専総専総裁裁裁裁山山山山川健川健川健川健次郎次郎次郎次郎先先先先生遺生遺生遺生遺訓）訓）訓）訓）

たるたるたるたる諸君諸君諸君諸君たたたたちちちちは、は、は、は、エネエネエネエネルルルルギギギギー問題に対し、ー問題に対し、ー問題に対し、ー問題に対し、鳥鳥鳥鳥のののの目目目目（（（（世世世世界界界界的、長的、長的、長的、長

期期期期的的的的視視視視野野野野）で）で）で）で俯瞰俯瞰俯瞰俯瞰し、し、し、し、虫虫虫虫のののの目目目目（（（（科学科学科学科学者、者、者、者、技術技術技術技術者の者の者の者の視視視視点点点点）で問題）で問題）で問題）で問題

に対処し、に対処し、に対処し、に対処し、魚魚魚魚のののの目目目目（多様な（多様な（多様な（多様な視視視視点点点点）で冷）で冷）で冷）で冷静静静静にににに評価評価評価評価することをすることをすることをすることを期期期期待待待待



EPILOGUE－１
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Epigram by TERADA Torahiko

(physicist and essayist, 1878-1935)

� "Natural disasters come along when we forget 

about them." 

EPILOGUE－２
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about them." 

� “It is easy to fear something too little, or too 

much. But it seems rather difficult to fear it 

justly.”

長時間、ご清聴ありがとうございました。


