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講師の自己紹介

針山日出夫 はりやま ひでお

昭和21年 富山県生まれ（現在6８歳）

昭和45年 大阪大学原子力工学科修士卒

昭和45年 三菱重工入社

平成13年 同社原子力担当取締役

平成15年 三菱原子燃料（株）代表取締役

平成21年 神戸山手大学に一般学生で入学

平成23年 三菱重工業退職（大学中退）

＜現在＞

「エネルギー問題に発言する会」 情報幹事

「シニアネットワーク連絡会（SNW）」 対話幹事
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ＳＮＷの活動方針

１．世代を越えた対話

次世代を担う若者との対話により夢と希望を与え、自ら育む手助けをする。

２．情報提供と理解促進活動

市民、先生、マスコミ関係者へのエネルギーと環境問題、原子力、放射線

などの理解を促進する為、公開シンポジウムなどの啓発活動を行なう。

３．講師の派遣など

国が推進する「原子力人材育成プログラム」「広聴・広報事業」などを

支援し、講師派遣を行なう。必要に応じ学校への出前授業を実施。

４．協力団体との水平的なネットワーク連繋

協力団体、組織と連携し問題解決に向け統一的アプローチを行う。

メディアウオッチャーを自認し不適切報道に対し勧告活動を行う。

日本が正しい知識と理性で導かれる一流国である

ことを願い、その役割を担う若者との対話を行う！



本日の内容

１．東電原発事故が齎したもの

２．原子力と日本社会の受容性

３．近代科学文明のリスクと便益

４．エネルギー問題の論点と

これからの日本の選択

５．纏めと結語
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本日の視点

⇒ エネルギー問題を考えることは世界

を俯瞰し国の将来を見つめること

⇒ 日本は原子力に対する意見の対立を

乗り越える事ができるか

⇒ 文明の恩恵/リスクと便益を考える

⇒ 日本のエネルギーの選択を考える

時代の変化の中で自己を見つめ見識を磨く
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１． 東電福島原発事故が

日本に齎したものとは ？
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福島第一原子力発電所
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東電福島第一原子力発電所

平成23年年３月１８日状況

NY Times-DigitalGlobe

1号機２号機３号機４号機



地震災害（天災）

津波災害（天災）

放射線影響（人災）

情報災害、風評被害（人災）
地域社会の崩壊

エネルギー危機

日本を襲った未曾有の災害
パニックの実態と事実の検証

9



放射能の恐怖 汚染列島
電力危機 省エネ
政権迷走 理念先行

自然エネルギー 脱原発
隠ぺい体質 責任不在

メディアに飛び交う言辞
冷静さを欠く報道

～ ～事故直後の世論の混乱と政治の迷走～



・・・・あれから約４年

◇ 20Km圏内避難民：約13万人が帰宅不可

◇ 環境汚染：除染作業は遅れ気味で進行中

◇ 食品汚染：新基準を運用中、風評被害あり

◇ 地域コミュニティー：復興再生は途上

◇ エネルギー政策は依然として漂流中

-電力供給： ９０％が火力発電

-原子力発電所： 全て停止中

-原発再稼働反対： 約５５％（世論調査）
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□ 事故の恐怖体現、抑止への疑念

□ 反原発感情の増幅、社会的正義？

□ 社会全体ゼロリスク志向の加速

□ エネルギー危機の恒常化

□ エネルギーセキュリティーの脆弱化

日本はトランスサイエンス問題に対する

有効な意思決定システムを構築できるか？

事故が日本に齎したもの
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原子力問題に対する
受け止め方の根幹にあるもの

◆ 原子力の「光と影」に対する国民認識

◆ 日本人固有のセンチメント：反核感情

◆ マスメデイアの稚拙/煽情的報道

◆ 日本人のメディアリテラシー

◆ 日本人のリスクリテラシー
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原子力の光と影

光の部分

□ 平和利用の実績（発電、医療、食品他）

□ 少量の資源で大量のエネルギー

□ 発電コストでの優位性

□ CO2排出の極めて少ない発電

□ 核燃料サイクルによる資源の有効利用
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原子力の光と影

影の部分

□ 放射線の恐怖（危険察知本能）
□ 放射性廃棄物の問題
□ 核の脅威／核兵器の拡散可能性
□ 日本独自の影（陰）
● 終焉しない安全問題
● 推進側の隠ぺい体質・ 情報操作
⇒ 不信感 ⇒ マイナスイメージ
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東電福島事故による被災実態
国連、国際原子力機関の報告

概況 放射線影響を苦にしなければならないレベルではない。

がん発生調査を継続中なるも有意な症状は観測されず。

（統計的に有意なデータは無い）

外部被曝
① 実生活に伴う外部被曝は、モニタリング・ポストの数値から単純に推定される

レベルよりは実態として低い。

② 外部被曝の多寡は、保育園、学校や会社での被曝よりも、居住環境の違いに

よる影響が優越している。

内部被曝
① 被災地の食品が憂慮 すべき放射能汚染を被っている実態なし。

② 日常生活を通じての内部被曝に関しては、ポロ二ウム210、カリウム40を

中心とする自然放射性物質による寄与が圧倒的に優越している。
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放射線と人体への影響
正しく怖がるための基礎知識

① 一般に年間100ミリシーべルト以下では

明らかな健康影響は見られない

② 人体は放射線によるダメージを修復する

③ 日本人は平均年間2ミリシーベルト被曝

④ 人体には約６０００ベクレルの放射能あり

国際原子力機関は福島事故での

人体への優位な影響はないと評価
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２．原子力問題と

日本社会の受容性

（受忍性）
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日経 原発世論調査（平成23年）
11/７．29 11/11.29 （12/2.19）

□ 定期検査後の再稼働

再稼働すべき ２０％⇒ ５３％⇒（４１％）

すべきでない ６９％⇒ ３８％⇒（４３％）

□ 将来の原発の在り方

増やすべき ２％⇒ １％⇒ ２％

現状維持 ２５％⇒ ２４％⇒ ２６％

減らすべき ４７％⇒ ５０％⇒ ４８％

全廃すべき ２１％⇒ ２１％⇒ １９％
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NHK 原発世論調査
2011/11/４ 電話RDD 20歳以上の1775人 回答率６８％

□将来の原発の在り方

増やすべき ２％ 現状維持 ２３％

減らすべき ４２％ 全廃すべき ２４％

□原発に対する不安

大いに感じる ４９％

ある程度感じる ３７％

□原発は今後安全なものに出来るか？

十分出来る、ある程度出来る ４６％

あまり出来ない、全くできない ４８％
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□ 原子力発電開発当初より、原発の技術的

故障は社会的問題として扱われてきた

□ 被爆国としての原子力/放射能に対する

独特の国民感情⇒福島事故により増幅

□ 事故により、原子力のトランスサイエンス

の問題領域が拡大

原子力の利活用に対し国論は割れている

⇒ 原子力選択の国民的合意形成は可能か

日本における原子力の社会性



◆ 国家、国益に対する考え方

⇒ 生活安定、経済成長、国際的地位他

◆ エネルギー安全保障に対する考え方

⇒ 資源の世界情勢、地政学的安定性

◆ 文明のリスクに対する考え方

⇒ 便益とリスクの受容、地球環境への感性

◆ 代替えエネルギ－に関する期待と現実

⇒ 根拠ない楽観と哲学を欠く制度設計

エネルギー：意見対立の構造
冷静さを欠く危ういエネルギー論議



はたして、日本人は自立しているか？

自立： 自己の意見を持ち、示し、行動する

政治的自立性：世論調査では未成熟か？

＜重要な国家的政策課題に対する意見＞

例１．消費税増税 ⇒約4割が判らないと

例２．原子力利活用⇒約４割が判らないと

例３．憲法改正問題⇒約４割が判らないと

例４．集団的自衛権⇒約４割が判らないと
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エネルギー報道と日本人の感性

◆ メデイアの報道ぶりと市民の感覚的理解

◆ 原子力に対する漠然とした不安助長

◆ 世界の民族/国家の民度の指標

- 自己のアイデンティティーと自覚

- 国の政策に関する個人の見解

- 行間を読み取る洞察力、分析力

- 科学的合理的精神の成熟度
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◆行動を促す3要素
愛（情） 情緒、感性、空気、伝統

功利（理） 分析的、論理的、合理的

脅迫（恐怖） 損得判断の強要、愛の強要

◆リスク認識の根幹
対象化 森羅万象の対象化（ハザード特定）

定量化 判断基準、優先順序

比較論 分析的、相対的、俯瞰的思考

⇒ 理性と見識がリスク認識を導く

行動心理とリスク認識
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恐怖を煽るレトリック

◆ 「絶対安全でなければ不安全」（ゼロリスク要求）

◆ 「人工放射能」は悪 （虚構の土俵を設定）

◆ ガンの恐怖と重ね合わせ（放射線影響の誇大化）

◆ 核兵器のイメージと重ねる（核廃絶への祈りを悪用）

◆ イデオロギー運動を巻き込む（反対は反逆）





３．近代科学文明の

リスクと便益

28



リスク概念の本質とは？
大阪大学 山口彰教授

◆ 魅力（ベネフィット=便益）ある何かを選択

するとき、それを認識しそれに備えた状態

を示す概念。（リスク＝危険 ではない！）

（備えると云う意識が無い=リスク感覚なし！）

◆ 魅力あるものを獲得するために、その

リスクを受容する自由意思決定は自然。

◆ リスクは常に相対的、不確定要素が付随。

◆ 便益/リスク：相対的、時代の価値観依存
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市民生活におけるリスク/便益
～文明の恩恵と潜在リスクを同時に受容～

◆ 疾病、怪我、感染症、死（突然、自然）

◆ 経済的損失、社会的地位喪失

◆ 災害によるライフライン喪失

（水道、電気、ガス、ネット、公共サービス）

◆ 事故、事件との遭遇例

- 交通事故（車、飛行機、フェリー、歩行）

- 食品事故（食品中毒、効能詐欺）

- 事件被害者（振り込み、投資、ネット）

⇒ 便益を求めるところにリスクあり

⇒ 便益、リスクを考えない鈍感さが問題30



リスク嫌いの日本人・リスクの文化差（１）

リスクの語源は、ラテン語のrisicoで絶壁の間を縫って航
行すること。大航海時代、ルネッサンス時代の冒険を厭
わない時代の精神である。そこには危険を冒しても積極
的に能動的に選択するという文化である。

日本ではリスクに見合う言葉自体が見当たらない。
それは地政学的に見て安全であり冒険する時代精神が
乏しかったことに由来する。我が国で存在するリスクの
中心は自然災害でこれに対しては一種の諦観ができて
しまった。
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リスク嫌いの日本人・リスクの文化差（2）

日本人はリスクを理解できていないのでは？
日本人にとってリスクは消極的であり、受動的であり、
押し付け的である。しかし、リスク嫌いの日本人も安全
／危険の二項対立的発想によるのではなく、リスクとい
う確率的発想を持つべき。

科学的に絶対安全（ゼロリスク）はありえない。
科学には光と影が存在するが、それを光にするか影
にするかは科学技術を使う人間側の問題である。
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文明社会に生きるからには
リスクと便益を受容する覚悟

近代科学技術野恩恵を享受するとこ
ろにゼロリスクはない。
リスクがどの程度のものであるかの認
識を共有して、リスクミニマムを求め
ながらもリスクとともに生きてゆく覚悟
を決めてこそ成熟した市民社会が形
成される。
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□ 事故により、原発の安全/安心の基盤が損

なわれ信頼を喪失⇒ゼロリスク志向に

□ 「安全は強化され原発は必要です！」では

国民、地元住民は安心を覚えない

□ 原子力選択の便益とリスクを冷静に考える

為の真剣、丁寧な相互意思疎通が必要

⇒ リスク認知による相互理解への努力

⇒ 未知性、不確定性因子の説明努力

今、何故リスクコミュニケーションか



RCが効果的に機能するには？

＜基盤的要件・・・政治の強い意志が大前提＞

□ リスク情報の透明性

□ 情報提供者と受信側との信頼関係

□ 国民判断基準としての安全目標の確立

＜留意事項・・・多くの不透明要素＞

□ ゼロリスク志向 ⇒ 情緒論との決別？

□ 「聞きたい」VS「伝えたい」の乖離は埋まるか？

□ マスメデイアの煽動的体質は改善されるか？

リスクコミュニケーション（RC）
～古くて新しい容易でない道程～
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４．エネルギー問題の論点と
日本のエネルギー選択は？



東電福島原発事故
事故後の脆弱な電力供給構造

◆ 事故後原発は全面停止へ

◆ ９割を火力発電に依存

◆ 老朽火力が悲鳴を上げている

◆ 何度もあった停電の危機

◆ 石油、天然ガスの輸入急増

◆ 電力料金の急騰

◆ 国民生活、経済活動への影響甚大
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電力供給の危機的状況
～綱渡りの電力供給～

切迫している電力需給：

世界第3位の経済大国としてあるまじき状況

原発停止⇒ 火力発電所のフル稼働体制

火力発電への依存： 発電量の約90％

何度もあった停電の危機（東電、東北電力、

九電、四国・・・老朽火力の故障、融通限界）

今夏、今冬 ⇒ 原発全停止で綱渡りの状況



悲鳴を上げる老朽火力発電所
（平成２５年１１月２日 日経）

◆ 全国で３００基の火力発電が運転中

◆ 運転して４０年を超えるものが６０基

◆ 石油火力の約４割が４０年以上

◆ ガス火力の約２割が４０年以上

◆ フル稼働しており故障が急増

◆ 法律では２年ごとに定期検査が必要

なるも、特例で検査を繰延している
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日本の電力供給の危機的状況
～国富の流出と国民経済への影響～

◆ 原子力稼働率 燃料費増加額
2010年度 ６７％ 基準（兆円）
2011年度 2４％ ２．２
2012年度 ４％ ３．４
２０１４年度 0％ ３．６（見込み）

◆ 原発停止 ⇒ 火力発電フル稼働
⇒ 燃料輸入 ⇒ 国富流出、料金値上げ
⇒国民生活、産業界への深刻な影響

国益が蔑ろに、国力は削ぎ落ちる

⇒ 原子力発電所の早期再稼働



日本のエネルギー選択
エネルギー基本計画の基本

□原発は「重要なベース電源」である
⇒前政権の「原発ゼロ方針」の転換
⇒電力の安定供給、地球温暖化対策
燃料費の抑制を満たす電源

□エネルギー供給の多様性を推進
⇒太陽光、風力、地熱発電を推進

政府は原発の有す普遍的な
エネルギー安全保障効果を考慮
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日本のエネルギー選択
安価で安定した持続的エネルギー確保

◆日本の国情：少子高齢化、資源のない国！

島国でエネルギーネットワークなし！

◆エネルギー自給率： 現状の６％を改善

◆火力発電のリスク： 燃料の安定的調達？

◆再生可能エネルギー： 不安定！ 高価！

◆原子力： 社会的受容性が問題！

⇒エネルギーのベストミックスを模索
44



エネルギー
安定供給

Energy Security

環境保全

Environment 
Protection

持続的経済発展
E conomic Sustainable  

Growth
2015/2/26 45

日本のエネルギー選択
世界共通グローバルビジョン

安全
Safety





ホルムズ海峡 エネルギー生命線

日本向け：原油9割、液化プロパンガス8割、
液化天然ガス２割



燃料
燃料単価
(円/kWh)

ライフサイクルCO2 排出量 (1)
（g-CO2/kWh[送電端]）

LNG 10
複合 474

汽力 599

石油 16 738

石炭 4 943

原子力 1 20

再生可能
ｴﾈﾙｷﾞｰ

-
太陽光：38, 風力：25, 地熱：13, 
中小水力：11

各種電源別の燃料コストとCO2排出量

2012/11/17 48

出典：日本の発電技術のライフサイクルCO2排出量評価－2009年に得られたデータを用いた再推計－、2010年7月
電力中央研究所



出所：資料3 エネルギー・ベストミックスと 総合的視点の必要性 財団法人 日本エネルギー経済研究所 豊田正和 2011年 11月16日
第4回基本問題委員会総合資源エネルギー調査会、他

設備
利用
率(%)

100万kWの設
備での年間発
電量 (億kWh)

原子力100万kWを代替するためには

出力安定化に必要
なバックアップ電源

その他の制約

太陽光 12 10.5 火力100万kW程度 (1) 所要面積：約58km2

（山手線内）、日照権

風力（陸上） 20 17.5 火力100万kW程度 (1) 所要面積：約214km2

（山手線内の3.5倍）

風力（洋上） 30 26.3 火力100万kW程度 (1) 漁業権調整

中小水力
（1,000kW 以下）

80 70.1 不要
発電単価12円/kWhまでの水力発電
導入ポテンシャルは132万kW、20円

/kWhまででは615万kW

地熱 70 61.3 不要 国立公園立地

バイオマス発電
（石炭混焼として）

70-80 61.3-70.1 不要
ポテンシャルは原油換算1,400万kL。
全て発電に利用されたとしても300億

kWh（現在の総電力需要の3％）

原子力 80 70.1 不要 放射能リスク

原子力と各種エネルギー電源の比較

(）
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世界のエネルギー動向

エネルギーを考えることは世界を考える事

□世界人口・70億人（2012/１１ 国連発表）

□14億人が電気の恩恵を知らない（同上）

□化石燃料の争奪戦が始まっている

□世界の石油産出量はピークを過ぎたか？

□世界主要国は福島事故後も原子力に期待

□203５年頃、原発保有国は５５カ国以上に
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現在429基運転中、建設中76基、計画中97基、2030年には25～100％増

世界の原子力発電所の現状と2030年の予測

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：建設中32、
計画中23



福島事故後の世界の原子力政策

・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4,000万kW、2020年に7,000万kWを目指す

・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
・仏国 － 「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
・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
・東南アジア、中近東、東ヨーロッパなど発展途上国

ー 今後の経済発展の為に原子力は必要
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・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
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●欧州はメッシュ型の系統構成で連携
●各国間は複数の連系点がある
●自然エネルギーの大量導入も容易

欧州の電力ネットワーク系統構成



EUの天然ガスパイプライン網

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。



中国 2020 56基
インド ～2020 18基
トルコ ～2023 12基
南アフリカ ～2029 6基
ベトナム ～2030 14基
ブラジル ～2030 4基
サウジアラビア ～2～032 16基

2020～2032 合計 （136基）

新興国の原発新設計画
(H25年5月20日付 日経）



人材と技術力で世界に飛躍
～日本の技術力でニーズに応える～

世界に冠たる日本の技術力
□ 世界に原子力への多様なニーズがあり

日本にはそのニーズに応える技術がある。

⇒ 官民協調・ビジネスを通して世界に貢献

世界で評価される日本の原子力技術
□ 60年に亘る技術の蓄積、マネジメント能力

□ 基礎研究、軽水炉、高速炉、燃料サイクル、

核融合、加速器、廃棄物処理など幅広い分野



原子力発電の安全確保
～福島事故で日本が学んだこと～

□ 科学技術に絶対安全はない

⇒ 過酷事故のリスク低減が急務

⇒ 解りやすい安全目標が必要

⇒ 原発のリスクと便益を理解

□ 炉心溶融は確実に回避できる

⇒ 新しい安全規制（体制、安全基準）

⇒ 津波・地震対策を軸に再発防止
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まとめ～その１
～理性と見識で導かれる国を目指して～

□ 重要な国政課題で国論は割れている。

□ エネルギー政策の中での原子力利活用

に関しても国論は分断。

□ 価値の多様化と政党乱立の中で、政治の

強いリーダーシップが求められる。

□ 市民はメディアリテラシー、リスクリテラシー

を高め自立することが求められている。
（民度以上の政治とメディアは生まれない）
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まとめ～その２
エネルギーベストミックスの確立と
原子力活用継続が日本の活路

□ 今日の原発技術は60年に亘る関係者

の努力の結晶。国力の一部として定着。

□ 資源のない日本は経済と国民生活の安定、

技術立国として原子力は極めて重要。

□ 安全な原発の運転・管理は可能。

□ 世界は原子力発電を求めている。

□ 日本は蓄積された技術力で世界に貢献。



参考資料
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放射線と放射能の基礎
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放射線を出す能力

（放射能）

放射能の強さを表わす単位

〔ベクレル（Bq）〕

放射線による人体影響 〔シーベルト(Sv)）〕

透過力 α線（紙）・β線（薄い金属）・γ線（鉛や厚い鉄）・
中性子線（水やコンクリート）

体内の放射性物質（体重60kg）
約7000Bq（内カリウムが4000Bq）

食品に含まれる放射性物質（単位Bq/㎏）
干こんぶ2000・干しいたけ700・ポテトチップ400・生わかめ200・
ほうれん草200・魚100・牛肉100・牛乳50・食パン30・米30など
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食品基準～国際比較



地下水・滞留汚染水対策

流入地下水 1000T/d
建屋に流入 400T/d
海に流出（残り） 600T/d

対策

浄化
トレンチ内高濃度汚染水等

流入・流出抑制
地盤改良 水ガラス、舗装
地下水バイパス
地下水くみ上げ
遮水壁設置
海側 漏らさない
陸側 近づけない

湾内壁 シルトフェンス

課題
タンク貯水の海洋放出
放出基準の適正化！

地下水を建屋上流で揚水し流路を変える
水位を下げ建屋内流入を抑制

地下水バイパス

地下水の流れ
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地域の復旧・復興

基本方針
放射線防護の考え方にもとづく復旧プロセス

復旧期は１～２０mSv/年の間で
段階的に低減していく

「１mSv/年は長期的目標」

主な実施事項
年間被ばく線量を想定した目標制定

避難 屋内避難10mSv、避難５０mSv
食品安全基準 年間被ばく線量５mSvとして食品の汚染限度で制定
復旧目標 2年後に被ばくを50％低減

（減衰、ウザリング効果、除染）
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１．津波対策強化：防潮堤、防潮扉、水密扉
２．電源及び冷却源確保の強化など、炉心損傷防止対策強化：
（外部電源）１回線⇒複数回線化
（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、蓄電池など）を高所に配備、直流電源バックアップ
（冷却源）海水冷却⇒プラス代替冷却手段（淡水注入など）

３．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
４．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，閉じ込め操作が出来る遠隔安全施設

新規制基準の基本方針（再稼働
に向けての安全審査中）



□津波により全ての電源が喪失
原子炉冷却、放射能閉じ込めに
失敗 ⇒ 過酷事故発生

□過酷事故後対策の不徹底
⇒事故影響拡大酷事故対策は事業者自

主判断とし、管理対策の不備により被害が拡大）

□規制行政の積年の問題が顕在化
・安全の縦割り行政（原子炉安全、
放射能安全、食品安全）
・専門性と独立性の欠如
・安全設計指針の不備

東電福島事故の原因と教訓
＜事故の経過＞

地震発生

原子炉停止
炉心冷却作動

大津波発生

全電源喪失
炉心冷却停止

炉心溶融
水素爆発

放射能放出



新規制基準による安全対策強化のイメージ図

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

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

