
原子力を取り巻く状況

-世界の動向と我が国の現状と今後に向けて-
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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
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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

２２２２．．．．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

３３３３．．．．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

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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４４４４．．．．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

５５５５．．．．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

６６６６．．．．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））））



原発原発原発原発ゼロのゼロのゼロのゼロの日本経済日本経済日本経済日本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

約約約約3333億円億円億円億円////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
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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

2011 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80％で、石油危機時代に逆戻り。％で、石油危機時代に逆戻り。％で、石油危機時代に逆戻り。％で、石油危機時代に逆戻り。

原子力ゼロの現在は化石燃料原子力ゼロの現在は化石燃料原子力ゼロの現在は化石燃料原子力ゼロの現在は化石燃料90％！％！％！％！



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。長期的には資源枯渇だが、燃料リサイクルでプルトニ百年。長期的には資源枯渇だが、燃料リサイクルでプルトニ百年。長期的には資源枯渇だが、燃料リサイクルでプルトニ百年。長期的には資源枯渇だが、燃料リサイクルでプルトニ

ウム利用可能になればウム利用可能になればウム利用可能になればウム利用可能になれば2000年以上。海水ウラン捕集が実年以上。海水ウラン捕集が実年以上。海水ウラン捕集が実年以上。海水ウラン捕集が実

用化すれば無限。用化すれば無限。用化すれば無限。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。年、備蓄不安は小さい。年、備蓄不安は小さい。年、備蓄不安は小さい。

・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

・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。

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%を依存している中東の政情不安、航路の海を依存している中東の政情不安、航路の海を依存している中東の政情不安、航路の海を依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。

・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

・燃料価格の高騰不安は大きい。・燃料価格の高騰不安は大きい。・燃料価格の高騰不安は大きい。・燃料価格の高騰不安は大きい。

△

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。

・立地の地元了解に長期間必要。・立地の地元了解に長期間必要。・立地の地元了解に長期間必要。・立地の地元了解に長期間必要。

・設備投資額が巨額・設備投資額が巨額・設備投資額が巨額・設備投資額が巨額

・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。

◎
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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

・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。

・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。

◎

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。

×



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

・風評被害・風評被害・風評被害・風評被害

・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

××××

・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。
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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。
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原子力発電コストと燃料費の割合

安全対策費用安全対策費用安全対策費用安全対策費用:0.2円円円円

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

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

立地対策や将来発電技

術開発費など:1.1円

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

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

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
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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。



再生再生再生再生可能エネルギー普及政策の初年度成果

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

狙い：狙い：狙い：狙い：

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

（（（（2））））CO2の排の排の排の排出が少なく、地球出が少なく、地球出が少なく、地球出が少なく、地球温暖温暖温暖温暖化対化対化対化対策策策策を推進を推進を推進を推進

（（（（3）日本の）日本の）日本の）日本の未来未来未来未来をををを支え支え支え支える産業をる産業をる産業をる産業を育育育育成成成成
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（（（（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）太陽光）太陽光）太陽光パパパパネルのネルのネルのネルの約約約約８８８８割は割は割は割は中中中中国製国製国製国製

日本の現日本の現日本の現日本の現行制行制行制行制度は多くの度は多くの度は多くの度は多くの不不不不備が備が備が備がああああり、り、り、り、実態実態実態実態をををを把握把握把握把握してしてしてして見直見直見直見直しがしがしがしが求めら求めら求めら求められる。れる。れる。れる。

設備設備設備設備認定容量認定容量認定容量認定容量はははは2109万万万万kW、、、、うちうちうちうち1割し割し割し割しか導か導か導か導入されていない入されていない入されていない入されていない？？？？、、、、何何何何故故故故？？？？

導入量数値は資源エネルギー庁のデータによる



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川を開発、戦後間もなくまで基幹電源（水主火従）。・明治時代から全国各地の河川を開発、戦後間もなくまで基幹電源（水主火従）。・明治時代から全国各地の河川を開発、戦後間もなくまで基幹電源（水主火従）。・明治時代から全国各地の河川を開発、戦後間もなくまで基幹電源（水主火従）。

・現在・現在・現在・現在1935193519351935箇所、箇所、箇所、箇所、2788278827882788万万万万kWkWkWkWで電力の約で電力の約で電力の約で電力の約9999％を賄っている。％を賄っている。％を賄っている。％を賄っている。

・今後は大規模水力に適した地点の開発はほぼ終了、中小規模の開発が中心。・今後は大規模水力に適した地点の開発はほぼ終了、中小規模の開発が中心。・今後は大規模水力に適した地点の開発はほぼ終了、中小規模の開発が中心。・今後は大規模水力に適した地点の開発はほぼ終了、中小規模の開発が中心。

水力水力水力水力
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最大出力最大出力最大出力最大出力53.453.453.453.4万ＫＷｅ、全万ＫＷｅ、全万ＫＷｅ、全万ＫＷｅ、全

電力の電力の電力の電力の0.30.30.30.3％、％、％、％、

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

技術開発技術開発技術開発技術開発

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

環境省環境省環境省環境省H22H22H22H22年度年度年度年度

「シ「シ「シ「シナナナナリリリリオ別導入オ別導入オ別導入オ別導入可能可能可能可能量」量」量」量」

108108108108～～～～518518518518万万万万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月月月月「「「「改改改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449449449449～～～～585858586666万万万万ｋｌ導入ｋｌ導入ｋｌ導入ｋｌ導入拡大拡大拡大拡大計画計画計画計画。。。。

・現・現・現・現状状状状ははははゴミゴミゴミゴミ発電主発電主発電主発電主体体体体にににに230230230230万万万万kWkWkWkW

・今後は・今後は・今後は・今後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



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

発電に発電に発電に発電に要す要す要す要するるるる土土土土地地地地面積面積面積面積、設備、設備、設備、設備投投投投資資資資額額額額が原子力にが原子力にが原子力にが原子力に比べ膨比べ膨比べ膨比べ膨大大大大

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

14【【【【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大で平均１０％程度しか発電できない

風力は風況に左右され平均２０％程度しか発電しない

⇒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

城南区城南区城南区城南区のののの4.2倍倍倍倍 福岡市福岡市福岡市福岡市のののの72％％％％大大大大濠濠濠濠公園の公園の公園の公園の2倍倍倍倍



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

２２２２．．．．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

３３３３．．．．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

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

15

４４４４．．．．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

５５５５．．．．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

６６６６．．．．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））））



●欧州●欧州●欧州●欧州ははははメッメッメッメッシシシシュ型ュ型ュ型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

●●●●各国間は各国間は各国間は各国間は複数複数複数複数のののの連系連系連系連系点が点が点が点があああある（る（る（る（イイイイタリタリタリタリアアアアの場の場の場の場合合合合、ス、ス、ス、スイイイイススススと８と８と８と８点、点、点、点、フフフフランスランスランスランスと４と４と４と４点で点で点で点で連系連系連系連系）。）。）。）。

●自然●自然●自然●自然エネルギーの大エネルギーの大エネルギーの大エネルギーの大量導入量導入量導入量導入もももも容易容易容易容易

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】

16
16Copyright (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
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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

OECDOECDOECDOECD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構成と日本との構成と日本との構成と日本との比較比較比較比較

－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自国産石炭とロシアな自国産石炭とロシアな自国産石炭とロシアな自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す閉鎖す閉鎖す閉鎖するるるる政策政策政策政策だが、だが、だが、だが、

稼働稼働稼働稼働率は率は率は率は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

自自自自国石炭国石炭国石炭国石炭

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年から年から年から年から導入導入導入導入、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光のののの超過負担額超過負担額超過負担額超過負担額は年間約は年間約は年間約は年間約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）、今億円）、今億円）、今億円）、今止止止止めても将来めても将来めても将来めても将来20年間年間年間年間負担負担負担負担がががが続続続続く。電気代はく。電気代はく。電気代はく。電気代は13年間で年間で年間で年間で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月月月月にににに太陽光太陽光太陽光太陽光発電買取価格を発電買取価格を発電買取価格を発電買取価格を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の生産の生産の生産量量量量をををを誇誇誇誇っていたっていたっていたっていたドイツドイツドイツドイツのののの太陽太陽太陽太陽電電電電池メ池メ池メ池メー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社が社が社が安安安安い中国い中国い中国い中国製製製製にににに

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。

・・・・陸陸陸陸上風力はほぼ上風力はほぼ上風力はほぼ上風力はほぼ飽飽飽飽和。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程程程程度しか実現して度しか実現して度しか実現して度しか実現しておおおおららららずずずず、風力拡大の最大のネ、風力拡大の最大のネ、風力拡大の最大のネ、風力拡大の最大のネッッッック。ク。ク。ク。

⇒⇒⇒⇒ドイツドイツドイツドイツの再生可能エネルギー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今後は今後は今後は今後維持維持維持維持か、か、か、か、限界限界限界限界かの分かの分かの分かの分岐岐岐岐点に点に点に点にあああある。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今後は今後は今後は今後維持維持維持維持か、か、か、か、限界限界限界限界かの分かの分かの分かの分岐岐岐岐点に点に点に点にあああある。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）

（（（（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
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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

２２２２．．．．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

３３３３．．．．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

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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４４４４．．．．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

５５５５．．．．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

６６６６．．．．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））））



・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（ＡＢＡＢＡＢＡＢＷＷＷＷＲＲＲＲ、、、、

ＡＰＡＰＡＰＡＰＷＷＷＷＲＲＲＲ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



【【【【第第第第1111世世世世代代代代】】】】輸入と国産化輸入と国産化輸入と国産化輸入と国産化

� 米国米国米国米国WWWWestighouseestighouseestighouseestighouse社より社より社より社より初号初号初号初号機機機機輸輸輸輸入、入、入、入、2222号号号号機以機以機以機以降降降降技術技術技術技術導導導導入、入、入、入、SWSWSWSW,H,H,H,HWWWW国産化国産化国産化国産化

� 初期初期初期初期トラトラトラトラブブブブル多発：ル多発：ル多発：ル多発：蒸気蒸気蒸気蒸気発生発生発生発生器器器器((((ＳＧＳＧＳＧＳＧ))))，炉内，炉内，炉内，炉内構造構造構造構造物物物物((((ＣＩＣＩＣＩＣＩ))))、燃料等に、燃料等に、燃料等に、燃料等に材材材材料料料料腐腐腐腐

食食食食、、、、減肉減肉減肉減肉、、、、磨耗磨耗磨耗磨耗、、、、流流流流動動動動振振振振動等。原動等。原動等。原動等。原因究明因究明因究明因究明、、、、研究研究研究研究開発、再発開発、再発開発、再発開発、再発防止防止防止防止対対対対策策策策

� 機機機機器器器器の国産化：原子の国産化：原子の国産化：原子の国産化：原子炉容器炉容器炉容器炉容器、、、、ＳＧＳＧＳＧＳＧ、、、、制御棒駆制御棒駆制御棒駆制御棒駆動装置、一次動装置、一次動装置、一次動装置、一次冷却材ポ冷却材ポ冷却材ポ冷却材ポンプ、ンプ、ンプ、ンプ、

ＣＩＣＩＣＩＣＩ、燃料、燃料、燃料、燃料集集集集合合合合体体体体⇒⇒⇒⇒約約約約11110000年年年年かかかかけてけてけてけて玄海玄海玄海玄海2222号号号号機で機で機で機で111100000000％国産化％国産化％国産化％国産化

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

軽水炉改良標準化の歩み（PWRの場合）
PWRを例にお話しますが、BWRの場合もほぼ同様です。
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【【【【第第第第2222世世世世代代代代】】】】建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上建設経験，運転経験の反映，信頼性の向上

� ＳＧＳＧＳＧＳＧ、、、、ＣＩＣＩＣＩＣＩ、燃料等、燃料等、燃料等、燃料等主要主要主要主要機機機機器器器器の設の設の設の設計計計計・・・・材材材材料・構造など改良し料・構造など改良し料・構造など改良し料・構造など改良し信頼性向上信頼性向上信頼性向上信頼性向上

⇒⇒⇒⇒第第第第1111世世世世代にもバック代にもバック代にもバック代にもバックフィフィフィフィットットットット

� 保保保保守性守性守性守性、、、、運転操作性運転操作性運転操作性運転操作性、、、、耐震性耐震性耐震性耐震性、機、機、機、機器器器器品品品品質向上質向上質向上質向上、、、、建建建建設設設設性性性性、、、、被ば被ば被ば被ばくくくく低減低減低減低減

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

� ＳＧＳＧＳＧＳＧ、インコネル合、インコネル合、インコネル合、インコネル合金溶接金溶接金溶接金溶接部などに経年部などに経年部などに経年部などに経年劣劣劣劣化トラ化トラ化トラ化トラブブブブル発生、原ル発生、原ル発生、原ル発生、原因究明因究明因究明因究明、、、、研研研研

究究究究開発、再発開発、再発開発、再発開発、再発防止防止防止防止対対対対策策策策⇒⇒⇒⇒第第第第1111、、、、2222世世世世代にもバック代にもバック代にもバック代にもバックフィフィフィフィットットットット

� 安安安安全性全性全性全性、経済、経済、経済、経済性性性性、設、設、設、設計計計計合理化、合理化、合理化、合理化、耐震性耐震性耐震性耐震性、、、、運転操作性運転操作性運転操作性運転操作性

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

� 出力出力出力出力増増増増大、安大、安大、安大、安全性全性全性全性、、、、信頼性信頼性信頼性信頼性、経済、経済、経済、経済性性性性など日本など日本など日本など日本型ＰＷＲ集型ＰＷＲ集型ＰＷＲ集型ＰＷＲ集大成大成大成大成

⇒⇒⇒⇒泊泊泊泊3333号号号号機に機に機に機に反映反映反映反映（（（（HHHH21212121年年年年12121212月月月月運転運転運転運転開開開開始始始始、最、最、最、最新鋭新鋭新鋭新鋭原子力）原子力）原子力）原子力）



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

障障障障が少なくが少なくが少なくが少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少ない。一少ない。一少ない。一少ない。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

25

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自保していると自保していると自保していると自信信信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。
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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
原子力発電所の運転状況

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

26

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



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

自然や政策等により

異なる

27

全世界30カ国で原子力

発電所運転中、

全電力量の約16％



現在現在現在現在429429429429基基基基運運運運転中、転中、転中、転中、2030203020302030年には年には年には年には25252525～～～～100100100100％増加％増加％増加％増加すすすするるるると予測と予測と予測と予測

世界の原子力発電所の現状と2030年の予測

28
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



IAEAの最新予測（2013．9.24）

高ケースの仮定：経済や電力需要の成長率がアジア地域などで継続、地球温暖化防止に向けて高ケースの仮定：経済や電力需要の成長率がアジア地域などで継続、地球温暖化防止に向けて高ケースの仮定：経済や電力需要の成長率がアジア地域などで継続、地球温暖化防止に向けて高ケースの仮定：経済や電力需要の成長率がアジア地域などで継続、地球温暖化防止に向けて

各国の政策が変化各国の政策が変化各国の政策が変化各国の政策が変化

低ケースの仮定：市場や低ケースの仮定：市場や低ケースの仮定：市場や低ケースの仮定：市場や技術技術技術技術はははは持持持持続、原子力続、原子力続、原子力続、原子力関係関係関係関係のののの法制度法制度法制度法制度、政策、、政策、、政策、、政策、規制規制規制規制の変化無し、原子力の変化無し、原子力の変化無し、原子力の変化無し、原子力開開開開発発発発

目標目標目標目標全てが全てが全てが全てが計画通計画通計画通計画通りではない保りではない保りではない保りではない保守守守守的的的的妥妥妥妥当な当な当な当な予測予測予測予測

《《《《原子力設備容量予測原子力設備容量予測原子力設備容量予測原子力設備容量予測》》》》

＜＜＜＜2012201220122012年＞年＞年＞年＞ ＜＜＜＜2030203020302030年予測＞年予測＞年予測＞年予測＞

全世界全世界全世界全世界 37,30037,30037,30037,300万ｋ万ｋ万ｋ万ｋWWWW （低）（低）（低）（低） 43,50043,50043,50043,500万ｋ万ｋ万ｋ万ｋWWWW（（（（17%17%17%17%増）増）増）増）

（高）（高）（高）（高） 72,20072,20072,20072,200万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ(94%(94%(94%(94%増）増）増）増）

29

アジアアジアアジアアジア 8,3008,3008,3008,300万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ （低）（低）（低）（低） 14,70014,70014,70014,700万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ(77(77(77(77％増）％増）％増）％増）

（高）（高）（高）（高） 26,80026,80026,80026,800万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（3.23.23.23.2倍増）倍増）倍増）倍増）

東欧、印、中東東欧、印、中東東欧、印、中東東欧、印、中東 4,8004,8004,8004,800万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ （低）（低）（低）（低） 7,9007,9007,9007,900万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（65656565％増）％増）％増）％増）

（高）（高）（高）（高） 12,40012,40012,40012,400万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（2.62.62.62.6倍増）倍増）倍増）倍増）

西欧西欧西欧西欧 11,40011,40011,40011,400万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ （低）（低）（低）（低） 6,8006,8006,8006,800万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（40404040％減％減％減％減））））

（高）（高）（高）（高） 12,40012,40012,40012,400万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（9999％増）％増）％増）％増）

北米北米北米北米 11,60011,60011,60011,600万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ万ｋＷ （低）（低）（低）（低） 10,10010,10010,10010,100万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（13131313％減％減％減％減））））

（高）（高）（高）（高） 14,30014,30014,30014,300万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（万ｋＷ（23232323％増）％増）％増）％増）



原子力プラントメーカーの変遷

30

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認承認承認承認。。。。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



中国、韓国、台湾の原子力建設は加速

31



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））））

32

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現在現在現在運運運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今後では今後では今後では今後

はよりはよりはよりはより安安安安全性に全性に全性に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

33

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

２２２２．．．．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

３３３３．．．．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

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

34

４４４４．．．．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

５５５５．．．．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

６６６６．．．．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））））



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、日本本本本の電源の電源の電源の電源信頼信頼信頼信頼性は高性は高性は高性は高

いのでいのでいのでいので長長長長時間の全電源時間の全電源時間の全電源時間の全電源喪失喪失喪失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：自然循注：自然循注：自然循注：自然循環で炉心環で炉心環で炉心環で炉心冷却す冷却す冷却す冷却するるるる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源電源電源電源喪失喪失喪失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自者自者自者自主主主主判断と判断と判断と判断とし、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、原子力、原子力、原子力安安安安全・全・全・全・保安院保安院保安院保安院////原子力原子力原子力原子力安安安安

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・原子炉・原子炉・原子炉安安安安全、放射能全、放射能全、放射能全、放射能安安安安全、全、全、全、食品安食品安食品安食品安全等全等全等全等縦割縦割縦割縦割り行り行り行り行政政政政

・・・・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正改正改正改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放放放出出出出

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

21

2 3 41

31 2

2 3 41

（商業用・2010年3月末現在）
3

3.11東日本大震災に遭遇した原子力発電所は全１4基

内、事故発生は4基

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。

福福福福島第島第島第島第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、炉心でき、炉心でき、炉心でき、炉心冷却冷却冷却冷却継継継継続続続続できた。できた。できた。できた。

福福福福島第島第島第島第2：：：：1号号号号は外は外は外は外部部部部電源、電源、電源、電源、2・・・・3・・・・4号号号号

36

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」

福福福福島第島第島第島第2：：：：1号号号号は外は外は外は外部部部部電源、電源、電源、電源、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、

炉心炉心炉心炉心冷却冷却冷却冷却再開できた。再開できた。再開できた。再開できた。

東東東東海海海海2号号号号：：：：県県県県のののの指導指導指導指導により、により、により、により、防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤のののの

増設を終増設を終増設を終増設を終ええええたたたた直直直直後に大後に大後に大後に大震災震災震災震災発生。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な準備をな準備をな準備をすすすする。る。る。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す応す応す応する。る。る。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。

⑦⑦⑦⑦自自自自分分分分のののの目目目目で自で自で自で自分分分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・・・・行行行行動動動動すすすするるるるこここことが重とが重とが重とが重要要要要ででで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、文化の醸成が必要である。そのような議論を通じて、文化の醸成が必要である。そのような議論を通じて、文化の醸成が必要である。そのような議論を通じて、利便利便利便利便とととと

負担負担負担負担のののの新新新新しいバラしいバラしいバラしいバランンンンスススス点点点点をををを見つ見つ見つ見つけ出け出け出け出ささささなければならない。そなければならない。そなければならない。そなければならない。そ

のののの際際際際大事なの大事なの大事なの大事なのはははは、人、人、人、人任せ任せ任せ任せにしないことである。国民一人ひとにしないことである。国民一人ひとにしないことである。国民一人ひとにしないことである。国民一人ひと

りがりがりがりが自分自分自分自分の問題としてそのの問題としてそのの問題としてそのの問題としてその為為為為のののの判断判断判断判断を行うことがを行うことがを行うことがを行うことが求求求求められてめられてめられてめられて

いる。いる。いる。いる。」」」」

⑦⑦⑦⑦自自自自分分分分のののの目目目目で自で自で自で自分分分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・・・・行行行行動動動動すすすするるるるこここことが重とが重とが重とが重要要要要ででで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す涵養す涵養す涵養するるるるこここことが重とが重とが重とが重要要要要でででであああある。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）

「「「「対対対対策策策策１」１」１」１」経経経経営層営層営層営層からからから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性を性を性を認認認認めるめるめる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

所が所が所が所が安安安安全で全で全で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った。なかった。なかった。なかった。

③③③③過酷過酷過酷過酷事故事故事故事故ややや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 。。。。
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「「「「対対対対策策策策１」１」１」１」経経経経営層営層営層営層からからからからの改の改の改の改革革革革

「「「「対対対対策策策策２」２」２」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・・・・支支支支援援援援強強強強化化化化：：：：「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）

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

組み構築

「「「「対対対対策策策策４」４」４」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充充充実実実実：：：：「リスクコミュニケーター」を

設置、5月末現在20名選任

「「「「対対対対策策策策５」５」５」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組組組織織織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

「「「「対対対対策策策策６」６」６」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組組組織織織織のののの見直見直見直見直しとしとしとしと直直直直営営営営技術力技術力技術力技術力強強強強化化化化



（（（（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原子力原子力原子力原子力安安安安全規制に全規制に全規制に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新安安安安全規制全規制全規制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

⑤組織文⑤組織文⑤組織文⑤組織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））））

田田田田中中中中俊一俊一俊一俊一（（（（委員委員委員委員長）長）長）長）

島崎邦彦島崎邦彦島崎邦彦島崎邦彦

更更更更田田田田豊豊豊豊志志志志

中中中中村佳代村佳代村佳代村佳代子子子子

大大大大島賢三島賢三島賢三島賢三

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規規規制行政制行政制行政制行政のののの積積積積年の年の年の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説説説から＞から＞から＞から＞

(産経）産経）産経）産経）

「規「規「規「規制委制委制委制委はははは『『『『三三三三条条条条委委委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独独独立性立性立性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稼働稼働稼働率とい率とい率とい率というううう、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要要要なななな２２２２大大大大要素要素要素要素のののの両両両両立立立立がががが

望望望望めめめめないないないない」」」」、、、、「「「「活活活活断断断断層調査層調査層調査層調査では、では、では、では、有識有識有識有識者者者者からからからから、、、、過過過過去去去去の安の安の安の安全全全全審査審査審査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

家家家家を排除を排除を排除を排除すすすするなど、るなど、るなど、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疑疑疑わわわわせせせ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すすする機る機る機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規規規制委制委制委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断断断層層層層を評価を評価を評価を評価すすすするるるる規規規規制委制委制委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（活断断断断層層層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』とととと唱唱唱唱ええええるのは、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言言言ええええるだるだるだるだろろろろうかうかうかうか。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「独「独「独立性立性立性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「独「独「独立性立性立性立性をををを強強強強調調調調すすすするるるるああああまり、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自地自地自地自治治治治体体体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反反反省点省点省点省点だだだだ」「」「」「」「

活活活活断断断断層層層層評価評価評価評価から過から過から過から過去去去去の安の安の安の安全全全全審査審査審査審査にににに関関関関わっわっわっわった専た専た専た専門家門家門家門家を排除したのはを排除したのはを排除したのはを排除したのは適切適切適切適切だだだだっっっっ

たたたたろろろろうかうかうかうか」」」」



(毎毎毎毎日）日）日）日）
「「「「活活活活断断断断層調査層調査層調査層調査にににに意欲意欲意欲意欲的的的的に取りに取りに取りに取り組組組組んんん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、規規規規制委制委制委制委が推進が推進が推進が推進側側側側からからからから独独独独立立立立した成果の一した成果の一した成果の一した成果の一つつつつだだだだ」」」」

「調査「調査「調査「調査でででで有識有識有識有識者者者者のののの意意意意見見見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すすするとはるとはるとは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

すすすするるるる立立立立場場場場からからからから、、、、規規規規制委制委制委制委はははは『『『『疑疑疑疑わわわ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２０２０２０２０日日日日付付付付社社社社説説説説

「規「規「規「規制委制委制委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見見見出し、出し、出し、出し、「規「規「規「規制委制委制委制委は、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革革革監視監視監視監視委委委委員（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新新新聞朝刊聞朝刊聞朝刊聞朝刊））））

原子力原子力原子力原子力規規規規制委制委制委制委は活は活は活は活断断断断層層層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、活断断断断層層層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

検証検証検証検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す判断す判断す判断すれれれればばばばいい。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るるるべべべべきだ。民きだ。民きだ。民きだ。民主主主主党党党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すすすれれれ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

ややややめめめ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」」」」 規規規規制委制委制委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かばかばかば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ソソソフフフフトが重トが重トが重トが重要要要要だ。だ。だ。だ。



再稼動安全審査の行方？

大大大大阪阪阪阪大大大大学学学学 宮崎慶次名誉教授宮崎慶次名誉教授宮崎慶次名誉教授宮崎慶次名誉教授

電気電気電気電気新聞新聞新聞新聞「時評「時評「時評「時評」」」」H25年年年年10月月月月22日日日日

産経産経産経産経 H25年年年年10月月月月21日日日日
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原子力安全は本来事業者が自主的に守るべきもの

原子力原子力原子力原子力再再再再出発へ出発へ出発へ出発へ向向向向けて、原子力けて、原子力けて、原子力けて、原子力産業産業産業産業界への界への界への界への提言提言提言提言（（（（案案案案））））

（（（（SNSNSNSNWWWW////エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー会会会会のののの提言案提言案提言案提言案：：：：起草起草起草起草：：：：金氏金氏金氏金氏 顯顯顯顯））））

東東東東電電電電福島福島福島福島事故事故事故事故はははは原子力産業原子力産業原子力産業原子力産業界全体界全体界全体界全体に破に破に破に破滅滅滅滅的的的的なななな結結結結果をもた果をもた果をもた果をもたららららし、し、し、し、国民国民国民国民及び及び及び及び地地地地域住域住域住域住

民に対して民に対して民に対して民に対して根深根深根深根深い原子力へのい原子力へのい原子力へのい原子力への不不不不安と安と安と安と不信不信不信不信を生を生を生を生みみみみだした。だした。だした。だした。我我我我が国のエネルギー安が国のエネルギー安が国のエネルギー安が国のエネルギー安

全全全全保保保保障障障障やややや地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化問題問題問題問題のののの為為為為にににに、原子力産業、原子力産業、原子力産業、原子力産業界界界界は国民のは国民のは国民のは国民の信頼信頼信頼信頼回復回復回復回復に地に地に地に地道道道道にににに努努努努

力力力力すすすするるるる責責責責務が務が務が務があああある。る。る。る。そそそそここここで、で、で、で、原子力原子力原子力原子力関関関関連事業に携連事業に携連事業に携連事業に携わわわわる電力、る電力、る電力、る電力、メメメメーーーーカカカカー、ゼネコンー、ゼネコンー、ゼネコンー、ゼネコン

など産業など産業など産業など産業界界界界にににに次の次の次の次のこここことをとをとをとを提言提言提言提言すすすするるるる
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など産業など産業など産業など産業界界界界にににに次の次の次の次のこここことをとをとをとを提言提言提言提言すすすするるるる

改改改改革革革革のののの１１１１、産業、産業、産業、産業界界界界のののの声声声声を一を一を一を一元元元元化し、化し、化し、化し、政政政政府府府府、国民の、国民の、国民の、国民の顔顔顔顔となるとなるとなるとなる司令塔司令塔司令塔司令塔組組組組織織織織を設を設を設を設立立立立せせせせよよよよ

改改改改革革革革のののの２２２２、事業、事業、事業、事業者者者者のののの安安安安全全全全を自を自を自を自ら向上すら向上すら向上すら向上するるるる仕組み仕組み仕組み仕組みとととと体制体制体制体制をををを強強強強化化化化せせせせよよよよ

改改改改革革革革のののの３３３３、、、、必必必必要要要要なななな研究研究研究研究課題課題課題課題を推進を推進を推進を推進すすすするプロジェクトるプロジェクトるプロジェクトるプロジェクトママママネージネージネージネージメメメメントントントント組組組組織織織織を設を設を設を設立立立立せせせせよよよよ

改改改改革革革革のののの４４４４、、、、プラントプラントプラントプラントメメメメーーーーカカカカーもーもーもーも事業事業事業事業者者者者とととと応分応分応分応分の役割との役割との役割との役割と責任責任責任責任をををを持持持持つつつつこここことととと

(提言先）提言先）提言先）提言先）

•電事連、原産協、電工会、電中研、電事連、原産協、電工会、電中研、電事連、原産協、電工会、電中研、電事連、原産協、電工会、電中研、JAEA
•東芝、日立東芝、日立東芝、日立東芝、日立GE、、、、三菱重工、ゼネコン、燃料会社など原子力関連企業三菱重工、ゼネコン、燃料会社など原子力関連企業三菱重工、ゼネコン、燃料会社など原子力関連企業三菱重工、ゼネコン、燃料会社など原子力関連企業

•東京電力など東京電力など東京電力など東京電力など9電力会社、日本原電、電力会社、日本原電、電力会社、日本原電、電力会社、日本原電、Jパワー、日本原燃パワー、日本原燃パワー、日本原燃パワー、日本原燃



米国に見習え
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福島サイトの汚染水問題
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汚染水対策（平面図）
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汚染水対策（断面図）
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１１１１））））汚染汚染汚染汚染水対水対水対水対策策策策の現の現の現の現状状状状

タータータータービビビビンンンン建建建建屋屋屋屋ののののドドドドライアップを最ライアップを最ライアップを最ライアップを最終終終終目目目目標とし、標とし、標とし、標とし、SSSSARRYARRYARRYARRYややややALPALPALPALPSSSSによるによるによるによるCsCsCsCs他他他他核核核核種種種種除除除除去去去去

、、、、淡淡淡淡水化シス水化シス水化シス水化システムテムテムテムによるによるによるによる塩塩塩塩分分分分除除除除去去去去をををを行っ行っ行っ行っている。している。している。している。しかかかかし、し、し、し、地下水地下水地下水地下水((((大部大部大部大部分分分分はははは雨雨雨雨水）水）水）水）

のののの流流流流入により、入により、入により、入により、困難困難困難困難をををを極極極極めめめめている。ている。ている。ている。

２２２２）地下水の）地下水の）地下水の）地下水の止止止止水水水水方方方方策策策策

建建建建屋屋屋屋間の間の間の間の貫貫貫貫通部の通部の通部の通部の止止止止水、水、水、水、上流上流上流上流部での地下水バイ部での地下水バイ部での地下水バイ部での地下水バイパパパパス、ス、ス、ス、建建建建屋周屋周屋周屋周りのりのりのりのササササブドブドブドブドレレレレンのンのンのンの

復復復復活、活、活、活、遮遮遮遮水水水水壁壁壁壁((((陸側陸側陸側陸側はははは凍凍凍凍土土土土方式方式方式方式）の）の）の）の建建建建設等設等設等設等各各各各種種種種のののの止止止止水対水対水対水対策策策策をををを検討検討検討検討、準備、準備、準備、準備中中中中。。。。貯貯貯貯

水タンク水タンク水タンク水タンクからからからからのののの漏え漏え漏え漏えいによるトリいによるトリいによるトリいによるトリチチチチウウウウム濃ム濃ム濃ム濃度等の度等の度等の度等の上上上上昇昇昇昇などがなどがなどがなどがあああありくりくりくりくみ上み上み上み上げげげげたたたた地下地下地下地下

福島サイトの汚染水問題の現状
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水の水の水の水の放流放流放流放流にもにもにもにも課題課題課題課題が発生が発生が発生が発生している。している。している。している。

３３３３））））汚染汚染汚染汚染拡拡拡拡大大大大防止防止防止防止対対対対策策策策

トトトトレレレレンンンンチチチチにににに滞留滞留滞留滞留しているしているしているしている高高高高濃濃濃濃度の度の度の度の汚染汚染汚染汚染水の水の水の水の流流流流出出出出防止防止防止防止及び処及び処及び処及び処理が大きな理が大きな理が大きな理が大きな課題課題課題課題となとなとなとな

っっっっている。シルトている。シルトている。シルトている。シルトフフフフェンスを設ける、ェンスを設ける、ェンスを設ける、ェンスを設ける、滞留汚染滞留汚染滞留汚染滞留汚染水水水水処処処処理装置なども理装置なども理装置なども理装置なども検討検討検討検討中中中中でででであああある。なる。なる。なる。な

おおおお、、、、上上上上記記記記のののの汚染汚染汚染汚染水水水水処処処処理水理水理水理水やややや水水水水処処処処理理理理二二二二次次次次廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物以外にも以外にも以外にも以外にもガガガガレキや伐採木レキや伐採木レキや伐採木レキや伐採木もももも膨膨膨膨大大大大

に発生してに発生してに発生してに発生しておおおおり、り、り、り、ここここれれれれららららのののの貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵、、、、処処処処理も大きな理も大きな理も大きな理も大きな課題課題課題課題でででであああある。る。る。る。

４４４４）トリ）トリ）トリ）トリチチチチウウウウムムムム

排水排水排水排水中中中中ののののトリトリトリトリチチチチウウウウムムムム濃濃濃濃度度度度限限限限度は度は度は度は1111リットルリットルリットルリットル当当当当たりたりたりたり66660,0000,0000,0000,000BqBqBqBqででででああああり、経り、経り、経り、経口摂口摂口摂口摂取したと取したと取したと取したと

仮仮仮仮定定定定した時のした時のした時のした時の内内内内部部部部被ば被ば被ば被ばくくくく線線線線量量量量はははは0000....00000000111100008m8m8m8mSSSSvvvvででででああああるるるる。。。。

１）～３）は10月17日、九大出光先生の講演より



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

２２２２．．．．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

３３３３．．．．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

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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４４４４．．．．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

５５５５．．．．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

６６６６．．．．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））））



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理理理すすすするるるるこここことにとにとにとに

より取り出より取り出より取り出より取り出 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す用す用す用するるるるここここと。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効効効利利利利用用用用し、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廃棄廃棄廃棄物物物物のののの量量量量をををを減らすこ減らすこ減らすこ減らすことができる。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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我が国の高速炉開発の全体像
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基基基基本本本本方針１方針１方針１方針１）発電プラントとして自）発電プラントとして自）発電プラントとして自）発電プラントとして自立的立的立的立的なななな運運運運営管営管営管営管理理理理体制体制体制体制をををを確立確立確立確立【【【【体制体制体制体制の改の改の改の改革革革革】】】】

【【【【対対対対策策策策１１１１】】】】理事長を本部長と理事長を本部長と理事長を本部長と理事長を本部長とすすすするるるる「「「「ももももんじゅんじゅんじゅんじゅ安安安安全全全全・改・改・改・改革革革革本部本部本部本部」」」」による改による改による改による改革革革革の推進の推進の推進の推進

【【【【対対対対策策策策２２２２】】】】「「「「ももももんじゅ」んじゅ」んじゅ」んじゅ」組組組組織織織織、、、、支支支支援援援援組組組組織織織織のののの強強強強化化化化

【【【【対対対対策策策策３３３３】】】】トップトップトップトップママママネジネジネジネジメメメメントによる安ントによる安ントによる安ントによる安全確全確全確全確保のた保のた保のた保のためめめめの経の経の経の経営営営営資源の資源の資源の資源の集中投集中投集中投集中投入入入入

【【【【対対対対策策策策４４４４】】】】保保保保守守守守管管管管理理理理方法方法方法方法、業務の進、業務の進、業務の進、業務の進めめめめ方方方方のののの見直見直見直見直しししし

【【【【対対対対策策策策５５５５】】】】電力会社の電力会社の電力会社の電力会社の運運運運営管営管営管営管理理理理手法手法手法手法のののの導導導導入入入入

【【【【対対対対策策策策６６６６】】】】メメメメーーーーカカカカ・・・・協協協協力会社との連携力会社との連携力会社との連携力会社との連携強強強強化化化化

基基基基本本本本方針２方針２方針２方針２）安）安）安）安全全全全最最最最優先優先優先優先のののの組組組組織織織織風風風風土土土土へのへのへのへの変革変革変革変革【【【【風風風風土土土土の改の改の改の改革革革革】】】】

JAEAの改革計画「もんじゅ改革」より
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【【【【対対対対策策策策７７７７】】】】安安安安全全全全統括統括統括統括機能、リスク機能、リスク機能、リスク機能、リスクママママネジネジネジネジメメメメントントントント及び及び及び及びコンプライアンス活動のコンプライアンス活動のコンプライアンス活動のコンプライアンス活動の強強強強化化化化

【【【【対対対対策８策８策８策８】】】】安安安安全全全全最最最最優先優先優先優先のののの意意意意識識識識のののの浸透浸透浸透浸透

【【【【対対対対策策策策９９９９】】】】保保保保守守守守管管管管理理理理体制体制体制体制・品・品・品・品質質質質保保保保証証証証体制体制体制体制のののの強強強強化化化化

【【【【対対対対策策策策１０１０１０１０】】】】安安安安全文全文全文全文化化化化醸醸醸醸成活動、コンプライアンス活動の再構成活動、コンプライアンス活動の再構成活動、コンプライアンス活動の再構成活動、コンプライアンス活動の再構築築築築

基基基基本本本本方針３方針３方針３方針３））））ママママイプラントイプラントイプラントイプラント意意意意識識識識のののの定定定定着着着着とととと個々人個々人個々人個々人の能力を最大の能力を最大の能力を最大の能力を最大限限限限発発発発揮揮揮揮できる現できる現できる現できる現場場場場力力力力

強強強強化への改化への改化への改化への改革革革革【【【【人人人人の改の改の改の改革革革革】】】】

【【【【対対対対策策策策１１１１１１１１】】】】「「「「ももももんじゅ」んじゅ」んじゅ」んじゅ」をををを運転す運転す運転す運転するるるる意義意義意義意義のののの浸透浸透浸透浸透、、、、ママママイプラントイプラントイプラントイプラント意意意意識識識識のののの定定定定着着着着

【【【【対対対対策策策策１２１２１２１２】】】】運転運転運転運転・保・保・保・保守守守守技術等に技術等に技術等に技術等に関関関関すすすする教る教る教る教育育育育充充充充実実実実、技術力を、技術力を、技術力を、技術力を認定す認定す認定す認定するるるる制制制制度の度の度の度の確立確立確立確立

【【【【対対対対策策策策１３１３１３１３】】】】原子力機構原子力機構原子力機構原子力機構やメやメやメやメーーーーカカカカのシニア技術のシニア技術のシニア技術のシニア技術者者者者等による技術等による技術等による技術等による技術指指指指導導導導

【【【【対対対対策策策策１４１４１４１４】】】】「「「「ももももんじゅ」んじゅ」んじゅ」んじゅ」のののの運転運転運転運転・保・保・保・保守から得ら守から得ら守から得ら守から得られる技術をれる技術をれる技術をれる技術を蓄蓄蓄蓄積積積積し、技術継承をし、技術継承をし、技術継承をし、技術継承を図図図図るるるる



世界の主な高速炉の開発状況

＜＜＜＜ロシアがロシアがロシアがロシアが実用実用実用実用化の化の化の化の先先先先頭＞頭＞頭＞頭＞

BBBBNNNN666600000000::::ソソソソ連時代の連時代の連時代の連時代の1111999988880000年に年に年に年に完完完完成、成、成、成、2222000000001111年年年年からからからから

昨昨昨昨年までの年までの年までの年までの稼働稼働稼働稼働率は率は率は率は77774444％％％％超超超超。。。。運転運転運転運転開開開開始から始から始から始から約約約約１１１１

００００年間は、年間は、年間は、年間は、ナナナナトリウトリウトリウトリウムムムム漏漏漏漏れ合れ合れ合れ合計計計計２７回２７回２７回２７回、、、、うちうちうちうち５回５回５回５回はははは

１１１１次次次次冷却冷却冷却冷却系ナ系ナ系ナ系ナトリウトリウトリウトリウムムムム漏漏漏漏洩洩洩洩。。。。９３９３９３９３年年年年以以以以降漏降漏降漏降漏洩無洩無洩無洩無し。し。し。し。

BBBBNNNN888800000000：：：：（（（（１１１１））））耐震性耐震性耐震性耐震性のののの向上向上向上向上（（（（２２２２））））「「「「コアコアコアコアキャキャキャキャッッッッ

チャチャチャチャーーーー」」」」設置設置設置設置等等等等改良改良改良改良。。。。来来来来年年年年運転運転運転運転開開開開始始始始。。。。→→→→写真写真写真写真

BBBBN12N12N12N1200000000：：：：建建建建設設設設用用用用地地地地用用用用意意意意。。。。ＢＮＢＮＢＮＢＮ８８８８００００００００がががが３３３３年間年間年間年間順調順調順調順調

BNBNBNBN800800800800建建建建設現場設現場設現場設現場
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＜＜＜＜米国米国米国米国＞＞＞＞ 開発開発開発開発計画計画計画計画なしなしなしなし

＜フ＜フ＜フ＜フランスランスランスランス＞実＞実＞実＞実証証証証炉炉炉炉スースースースーパパパパーーーーフフフフェニックス（ェニックス（ェニックス（ェニックス（１２４１２４１２４１２４万万万万ｋｋｋｋＷＷＷＷ）が）が）が）が１９９１９９１９９１９９８８８８年に年に年に年に閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖 、、、、

AAAASSSSTTTTRRRRIIIIDDDD計画計画計画計画進進進進行中行中行中行中((((放射性放射性放射性放射性廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策炉策炉策炉策炉、、、、2222000022220000年年年年運運運運開開開開目目目目標）標）標）標）

＜＜＜＜日本日本日本日本＞＞＞＞ 原原原原型炉型炉型炉型炉ももももんじゅんじゅんじゅんじゅ（（（（２２２２８万８万８万８万ｋｋｋｋＷＷＷＷ）が）が）が）が運転停止中運転停止中運転停止中運転停止中

＜＜＜＜インインインインド＞ド＞ド＞ド＞５０５０５０５０万万万万ｋｋｋｋＷＷＷＷの原の原の原の原型炉建型炉建型炉建型炉建設設設設中中中中

＜中＜中＜中＜中国国国国＞＞＞＞ ６０６０６０６０万万万万ｋｋｋｋＷＷＷＷの原の原の原の原型炉型炉型炉型炉開発開発開発開発中中中中

＜＜＜＜韓韓韓韓国国国国＞＞＞＞ ６０６０６０６０万万万万ｋｋｋｋＷＷＷＷの原の原の原の原型炉型炉型炉型炉開発開発開発開発中中中中

にににに稼働す稼働す稼働す稼働すれれれればばばば、、、、建建建建設設設設GGGGOOOO。。。。

ユユユユーリ・ーリ・ーリ・ーリ・ノノノノソソソソフ主フ主フ主フ主任任任任技師技師技師技師「「「「日本は国日本は国日本は国日本は国際際際際的的的的なななな知知知知見見見見をををを共有共有共有共有しよしよしよしよううううととととすすすするるるる姿勢姿勢姿勢姿勢にににに乏乏乏乏しいしいしいしい」」」」

BNBNBNBN800800800800建建建建設現場設現場設現場設現場



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

高高高高レレレレベベベベルルルル廃棄廃棄廃棄廃棄物物物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、まずずずず約約約約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、緩衝緩衝緩衝緩衝材材材材（（（（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、地下に半半半半永永永永久久久久貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵
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約約約約40年間分の高年間分の高年間分の高年間分の高レベレベレベレベル廃ル廃ル廃ル廃棄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

敷敷敷敷地規模（地規模（地規模（地規模（地下：約3km×約２ｋｍ）



これまでの歩みと反省
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《《《《総総総総合合合合資資資資源エネルギー源エネルギー源エネルギー源エネルギー調調調調査査査査会電力・ガス事業分会電力・ガス事業分会電力・ガス事業分会電力・ガス事業分科科科科会原子力小会原子力小会原子力小会原子力小委員委員委員委員会会会会放射性廃放射性廃放射性廃放射性廃棄棄棄棄物Ｗ物Ｗ物Ｗ物ＷＧＧＧＧ》》》》

◆こ◆こ◆こ◆これれれれまでの取までの取までの取までの取組組組組・制度に・制度に・制度に・制度におおおおけけけけるるるる国国国国ととととしてのしてのしてのしての反反反反省省省省

１１１１：：：：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・性・性・性・安安安安全性に対全性に対全性に対全性に対すすすする理る理る理る理解解解解・・・・合合合合意意意意が不が不が不が不足足足足していたのではないか。していたのではないか。していたのではないか。していたのではないか。

２２２２：：：： 政府と政府と政府と政府としてのコしてのコしてのコしてのコミッミッミッミット（ト（ト（ト（本本本本気度）が不気度）が不気度）が不気度）が不十十十十分だったのではないか。分だったのではないか。分だったのではないか。分だったのではないか。

３３３３：：：：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行を行を行を行うこうこうこうこととととについての地についての地についての地につ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明明明責任責任責任責任、、、、説説説説明明明明負担負担負担負担が重が重が重が重すすすすぎぎぎぎ

るのではないか。るのではないか。るのではないか。るのではないか。

４：４：４：４： 調調調調査や査や査や査や処分事業に対処分事業に対処分事業に対処分事業に対すすすする地る地る地る地域域域域住民住民住民住民のののの参参参参加の在り加の在り加の在り加の在り方方方方が不明確だったのではないか。が不明確だったのではないか。が不明確だったのではないか。が不明確だったのではないか。



◆◆◆◆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

論論論論点点点点Ａ：Ａ：Ａ：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。

論論論論点点点点Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ：現現現現世世世世代代代代ととととしての取しての取しての取しての取組組組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）現）現）現世世世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。

（（（（２２２２）我が国に）我が国に）我が国に）我が国におおおおいて、現時点でいて、現時点でいて、現時点でいて、現時点で有望有望有望有望な最終処分な最終処分な最終処分な最終処分方方方方法は法は法は法は何何何何か。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をいかに確性をいかに確性をいかに確性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・地域域域域のののの信頼信頼信頼信頼をををを得得得得るべく、処分るべく、処分るべく、処分るべく、処分推推推推進進進進体体体体制をど制をど制をど制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・地域域域域のののの信頼信頼信頼信頼をををを得得得得るべく、立地るべく、立地るべく、立地るべく、立地選選選選定プロ定プロ定プロ定プロセセセセスをどスをどスをどス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
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世界各国の処分の進捗状況
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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初初初激激激激しいしいしいしい反反反反対対対対運運運運動が動が動が動が起起起起き、そのき、そのき、そのき、その反反反反省省省省からからからから市民との対話を市民との対話を市民との対話を市民との対話を積積積積

みみみみ重重重重ねねねねて、自て、自て、自て、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してしてして立立立立地が進地が進地が進地が進んんんんだ。だ。だ。だ。わわわわが国もが国もが国もが国もここここれにれにれにれに

学学学学ぶ必ぶ必ぶ必ぶ必要要要要ががががあああある。る。る。る。



SNW/エネルギー会の提言案、安倍総理答弁

《《《《SNWSNWSNWSNW////エネルギー会のエネルギー会のエネルギー会のエネルギー会の提言提言提言提言案案案案 （（（（起起起起草草草草者者者者：：：：坪谷隆夫氏坪谷隆夫氏坪谷隆夫氏坪谷隆夫氏））））》》》》

１１１１．．．．法法法法制制制制度に度に度に度に「人「人「人「人間の間の間の間の健康健康健康健康、環境の保、環境の保、環境の保、環境の保全全全全、、、、将将将将来世来世来世来世代への代への代への代への責任」責任」責任」責任」をををを導導導導入入入入すすすする。る。る。る。

２２２２．．．．NNNNUMUMUMUMOOOOに代に代に代に代わわわわり、国による非り、国による非り、国による非り、国による非営利営利営利営利事業事業事業事業法人法人法人法人としてとしてとしてとして「「「「放射性放射性放射性放射性廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物管管管管理機構理機構理機構理機構」」」」（（（（

仮仮仮仮称称称称）を設）を設）を設）を設立立立立し、し、し、し、研究研究研究研究開発開発開発開発おおおおよよよよび処び処び処び処分分分分にににに関関関関わわわわる事業をる事業をる事業をる事業を実実実実施施施施すすすする。る。る。る。

３３３３．．．．政政政政府府府府にににに「「「「国国国国家家家家選選選選定定定定・対話・対話・対話・対話委委委委員会（員会（員会（員会（仮仮仮仮称称称称））））」」」」を設置を設置を設置を設置し、し、し、し、

・日本に・日本に・日本に・日本に適適適適した地した地した地した地層処層処層処層処分分分分技術技術技術技術及び処及び処及び処及び処分分分分地地地地選選選選定定定定方式方式方式方式のののの選択肢選択肢選択肢選択肢をををを提提提提示示示示し、し、し、し、選選選選定定定定。。。。

・最・最・最・最終処終処終処終処分実分実分実分実施機施機施機施機関関関関の経の経の経の経営営営営勧告勧告勧告勧告をををを行う行う行う行う。。。。

・・・・市民市民市民市民参参参参画型画型画型画型のののの意意意意志決志決志決志決定定定定プロセスプロセスプロセスプロセス制制制制度を度を度を度を導導導導入、入、入、入、強強強強力に進力に進力に進力に進めめめめるるるる。。。。
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《《《《25252525年年年年11110000月月月月17171717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渡渡渡辺辺辺辺議議議議員代表員代表員代表員代表質質質質問問問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法方法方法方法としての地としての地としての地としての地層処層処層処層処分分分分

は、は、は、は、２０２０２０２０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結結結果果果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。もちちちちろんろんろんろん、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降降降１０１０１０１０

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状状状況況況況をををを真真真真摯摯摯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」」」」

・・・・市民市民市民市民参参参参画型画型画型画型のののの意意意意志決志決志決志決定定定定プロセスプロセスプロセスプロセス制制制制度を度を度を度を導導導導入、入、入、入、強強強強力に進力に進力に進力に進めめめめるるるる。。。。

４４４４．．．．現現現現行行行行の最の最の最の最終処終処終処終処分分分分法法法法にににに基基基基づづづづく最く最く最く最終処終処終処終処分分分分費費費費用制用制用制用制度は度は度は度は堅堅堅堅持す持す持す持する。る。る。る。



＜＜＜＜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月月月月現在、現在、現在、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、運運運運転開転開転開転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。



＊＊＊＊44440000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条析条析条析条件件件件。。。。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許許許容容容容範囲範囲範囲範囲。。。。

＊＊＊＊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容器材炉容器材炉容器材炉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、最も、最も、最も、最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果結果結果結果。）。）。）。）

＊＊＊＊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小炉は出力が小炉は出力が小炉は出力が小ささささく、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。またにかかる。またにかかる。またにかかる。ま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率稼働率稼働率稼働率もももも良良良良くない。くない。くない。くない。

ここここれれれれまで廃炉になったまで廃炉になったまで廃炉になったまで廃炉になった東東東東海海海海1111号号号号機機機機（ガス炉）、（ガス炉）、（ガス炉）、（ガス炉）、浜浜浜浜岡岡岡岡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
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ここここれれれれまで廃炉になったまで廃炉になったまで廃炉になったまで廃炉になった東東東東海海海海1111号号号号機機機機（ガス炉）、（ガス炉）、（ガス炉）、（ガス炉）、浜浜浜浜岡岡岡岡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え増え増え増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確確確率は率は率は率は増え増え増え増えていない。ていない。ていない。ていない。

原子力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、時間の経り、時間の経り、時間の経り、時間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ととと「「「「保保保保

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」」」」を行なっている。実を行なっている。実を行なっている。実を行なっている。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ステシステシステシ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２第２第２第２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最どが最どが最どが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。従って、「ている。従って、「ている。従って、「ている。従って、「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適は適は適は適

切切切切ではなく、「高経年化ではなく、「高経年化ではなく、「高経年化ではなく、「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111100004444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、、、、11113333基基基基がががが

審査審査審査審査中中中中、、、、 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やややドドドドイイイイツツツツでででで11基基基基がががが完完完完了し、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、現在ふふふふげんげんげんげん、、、、東東東東海海海海1号号号号、、、、浜岡浜岡浜岡浜岡1，，，，2号号号号、、、、福島福島福島福島第第第第1~4号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廃棄廃棄廃棄物物物物は約は約は約は約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（（（（要要要要検査検査検査検査）、）、）、）、2%がががが低低低低レレレレベベベベルルルル放射性放射性放射性放射性廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物。。。。

廃炉の実態
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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

２２２２．．．．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

３３３３．．．．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

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

68

４４４４．．．．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

５５５５．．．．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

６６６６．．．．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））））



１１１１．短．短．短．短中期的中期的中期的中期的にはにはにはには既既既既設原子力発電所の可設原子力発電所の可設原子力発電所の可設原子力発電所の可及及及及的的的的速速速速ややややかかかかな再な再な再な再稼稼稼稼動が動が動が動が必必必必要要要要。。。。

２２２２．．．．中中中中長長長長期的期的期的期的なななな基基基基幹電力（幹電力（幹電力（幹電力（ベベベベースローースローースローースロードドドド）としては石炭火力発電と原子力発電）としては石炭火力発電と原子力発電）としては石炭火力発電と原子力発電）としては石炭火力発電と原子力発電

をををを2222本本本本柱柱柱柱とし、とし、とし、とし、前者前者前者前者はははは熱熱熱熱効率効率効率効率向上向上向上向上（（（（二二二二酸酸酸酸化炭化炭化炭化炭素素素素排出排出排出排出削減削減削減削減）、）、）、）、後後後後者者者者はははは既既既既設の設の設の設の

更更更更なる安なる安なる安なる安全性向上全性向上全性向上全性向上とより安とより安とより安とより安全全全全なななな新新新新規規規規プラントへのリププラントへのリププラントへのリププラントへのリプレレレレースがースがースがースが肝肝肝肝要要要要。。。。

３３３３．短．短．短．短期的期的期的期的な電力危機対な電力危機対な電力危機対な電力危機対策策策策として、またとして、またとして、またとして、また中中中中長長長長期的期的期的期的にはにはにはには負荷負荷負荷負荷調調調調整整整整電力として、天電力として、天電力として、天電力として、天

然ガス（シェールガスを然ガス（シェールガスを然ガス（シェールガスを然ガス（シェールガスを含む含む含む含む）火力発電は重）火力発電は重）火力発電は重）火力発電は重要要要要。。。。調調調調達達達達先先先先多様化が重多様化が重多様化が重多様化が重要要要要。。。。

４４４４．固．固．固．固定定定定価価価価格格格格買買買買取取取取制制制制度による太陽光、風力発電推進は、度による太陽光、風力発電推進は、度による太陽光、風力発電推進は、度による太陽光、風力発電推進は、欧欧欧欧州での教州での教州での教州での教訓訓訓訓をををを踏踏踏踏まままま

ええええてててて制制制制度の度の度の度の見直見直見直見直しがしがしがしが必必必必要要要要。な。な。な。なおおおお、、、、中中中中長長長長期的期的期的期的にににに全全全全電力の電力の電力の電力の11110000％％％％増増増増がががが限限限限度。度。度。度。

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

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％

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

的的的的には小には小には小には小規規規規模模模模。。。。

＜＜＜＜以以以以上上上上により、多様なエネルギーのにより、多様なエネルギーのにより、多様なエネルギーのにより、多様なエネルギーのベベベベストミックスをストミックスをストミックスをストミックスを目目目目指指指指すこすこすこすことととと＞＞＞＞

６６６６．．．．最大の最大の最大の最大の課題課題課題課題は原子力に対は原子力に対は原子力に対は原子力に対すすすする国民の理解と原子力る国民の理解と原子力る国民の理解と原子力る国民の理解と原子力界界界界のののの信頼信頼信頼信頼回復回復回復回復ででででああああり、り、り、り、

国、国、国、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、、、、メメメメーーーーカカカカー等ー等ー等ー等全全全全関関関関係係係係者者者者がががが真真真真摯摯摯摯なななな反反反反省省省省、、、、福島復福島復福島復福島復興興興興、そ、そ、そ、そ

して市民して市民して市民して市民レレレレベベベベルのコミュニケーションにルのコミュニケーションにルのコミュニケーションにルのコミュニケーションに尽尽尽尽力力力力すすすするるるるこここことがとがとがとが肝肝肝肝要要要要。。。。



このギャップをどうするのか？

人人人人類類類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果たしたい果たしたい果たしたい果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条条条条件件件件ををををほぼほぼほぼほぼ

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ない。れない。れない。れない。

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す確立す確立す確立するまではるまではるまではるまでは維維維維持持持持推進推進推進推進すすすするるる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
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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蔵となる可能蔵となる可能蔵となる可能性性性性があるがあるがあるがある
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総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第７回資料「今後の原子力政策」より



ご清聴、有難うございました。

72K2 、8611m 2005年8月31日

PHOTO BY A.KANEUJI

� ～将来発行されるであろう本のまえがきより～

� 『日本の原子力発電の夜明け』

「「「「日本の原子力発電は、日本の原子力発電は、日本の原子力発電は、日本の原子力発電は、2011年年年年3月月月月11日、日、日、日、東東東東北大北大北大北大震震震震災災災災の時にの時にの時にの時に起こっ起こっ起こっ起こったたたた

、、、、東東東東京京京京電力電力電力電力福島福島福島福島第一原子力発電所事故で一第一原子力発電所事故で一第一原子力発電所事故で一第一原子力発電所事故で一変変変変した。した。した。した。今今今今日の原子力日の原子力日の原子力日の原子力

発電はそ発電はそ発電はそ発電はそこから新こから新こから新こから新たな出発をしたのだ、たな出発をしたのだ、たな出発をしたのだ、たな出発をしたのだ、遥遥遥遥かかかか高い高い高い高い頂頂頂頂きをきをきをきを目目目目指指指指してしてしてして」」」」


