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世界は化石燃料に85.5％を依存し、非化石燃料に残りの14.5％
を依存している。うち、水力に6.9％、原子力に4.5％、再生可
能エネルギー（水力以外）は3.2％である。



主要国のエネルギー構成は各国の資源や政策事情により異な
るが、日本は世界的にも石油依存度が高い。中國、インドは
石炭に、米国は石油、天然ガスに、フランスは原子力に、カ
ナダ、ブラジルは水力に、ドイツは再生可能エネルギーに、
という特徴がある。





これまで人類が頼ってきた化石燃料のエネルギー消費の内
石油、天然ガスは 2020～2030年にはピークとなり、需要と
のギャップが大問題になる。石炭も2000年後半にはピーク
となり、21世紀後半は非化石燃料として原子力、再生可能
エネルギーに頼るしかなくなってくる。

❓



WEO2017の2040年見通し

◆世界の人口は90億人となり、エネルギー需要は1.3倍となる。
需要最大の要因国はインド、需要増の30％を占める。アジアの
発展途上国でエネルギーの伸びの3分の2を占める。

◆主役は石炭から再生可能エネルギーと天然ガスに代わる。

◆最終エネルギー消費に占める電力の割合が40％になり、総発
電量は現在の約1.5倍、360兆kWhとなる。総発電に占める再生
可能エネルギー（水力を除く）は8％から40％に、発電量では7
倍に急増。原子力は11％から15％に、発電量ではほぼ倍増。

◆電力に占めるCO2非排出電源は石炭・天然ガスのCO2回収固
定（約5％）を含め、34％から75％に約倍増。

◆世界のEVは200万台から2億8000万台に。中国では4台に1台
がEVになる。

WEO(World Energy Outlook)はIEA(国際エネルギー機関）が毎
年発行する中長期のエネルギー市場予測。



今後中国、インドなどアジア、アフリカ諸国が人口増大、
生活向上/経済成長しエネルギー消費は2040年までに2014
年比1.3倍に増加する見通しである。



WEO：世界の発電量の推移と2040年までの予想



日本の一次エネルギー供給量は近年ほぼ一定であるが、化石
燃料への依存は2010年は約80％だったが、2011年以降原子
力の停止により約92％と異常に高い。特に天然ガスへの依存
が大幅に増加。また、石油への依存がまだ約50％もある。



一次エネルギーの分野別消費の推移

石油危機後、産業分野は省エネに努め高度経済成長にも拘
らずエネルギー消費は増えていない。一方、運輸、民生
（家庭他）は増加しており、一層の省エネが必要である。



2011年東日本大震災以降、電力需要は微減傾向。原子力発
電所の停止に伴い、化石燃料（天然ガス、石炭等）による発
電の割合が大幅に増加。再生可能エネルギーは微増。



我が国のエネルギー・電力危機

◆原子力再稼働の大幅な遅れに伴い、1次エネルギー
の約92％を化石燃料に依存し、発電の90％を火力発電
（特に天然ガス、石炭）に依存。

◆中東依存の石油等地政学的リスク増大。

◆温暖化効果ガスは近年微減、2016年度は前年比僅
か0.2％減。一方、エネルギー起源CO2は大幅に増加。
2030年の2013年比CO2削減 26％のパリ協定約束の履
行は不透明に。

◆石油、天然ガスの輸入増により、原発停止分を補う燃
料代、年間3.6兆円（2014年）の海外流出。

◆老朽火力発電所の酷使により計画外停止、大規模停
電のリスク大。



◆固定価格買取制度（FIT)による再生可能エネルギー
（特に太陽光発電）の大量導入により、賦課金の高騰
（毎月各家庭約700円負担）。九州は全国平均の約2倍。
◆上記により、電力料金の再三の値上げによる電力多
消費産業界や家庭への影響大。2010年比、2014年家
庭向け25％、産業向け40％上昇。
◆福島第一事故後、全原子力停止。1年後に原子力規
制委員会発足、さらに1年後に新規制基準制定。しかし、
安全性審査の大幅遅れと膨大な安全性向上対策により
再稼働の遅れ。60基あった原子力発電所は現在再稼働
はわずか5基、審査合格は7基、審査中が14基、審査申
請未定が19基、廃炉が15基。
◆更に原子力の再稼働に裁判のリスク大。伊方3号。
◆核燃料再処理施設も審査の遅れで来春の操業開始
が3年遅れ。もんじゅ廃炉決定。核燃料サイクルに暗雲。
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火力発電は熱効率向上が至上課題

発
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SOFC: Solid Oxide Fuel Cell
（固体酸化物燃料電池）

NGCC
(天然ガス)

② IGCC

③ IGFC
(石炭ガス化＋SOFC）

超高温ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ
(1,700℃)

IGCCはＧＴ高温化により
効率アップ可能

① USC／A-USCボイラ
（超臨界圧/超々臨界圧ボイラー）

② IGCC（石炭ガス化コ
ンバインドサイクル）

1500℃級

1,700℃級GT

③ IGFC
(IGCC+SOFCﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻｲｸﾙ)

① USC
①A-USC

MHI Copyright Reserved
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排ガス
空気

C～ T

燃焼器

燃料

蒸気タービン

コンバインドサイクル(C/C)

～

ガスタービン

燃焼器

IGCC(石炭ガス化複合発電)

排ガス
空気

C～ T

排熱回収
ボイラ

～

ガスタービンＧＴ

蒸気タービンST石炭

石炭ガス化炉

フィルタ

ガス
精製

空気
昇圧機

排熱回収
ボイラ

高効率火力発電（クリーンな天然ガス） 高効率火力発電（石炭）

資源の多い石炭を用いた高効率火力発電方式の開発

実証機：1250℃級
商用機：1500℃級

高効率GT適用時
蒸気冷却系統

(注)

IGCC（Integrated coal Gasification Combined Cycle）
茨城県勿来に実証機運転中、福島県に商用機建設中。中国電力も実証機建設中

MHI Copyright Reserved

IGCCは低品位炭も使用可能、また灰はスラグ状となり有効利用可能
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（Carbon dioxide Capture & Storage）

燃料 CO2発生源
(火力発電所)

CO2分離・回
収設備

CO2輸送
(パイプライン等) CO2固定

海洋隔離と地中貯留

三菱重工の
CO2回収プラント
--低エネルギーで排ガス
からのCO2回収が可能

アルジェリア
CCSプラントに納入した
三菱重工の
高圧CO2圧縮機

三菱重工の
高効率
IGCCプラント

MHI Copyright Reserved

CCS（火力排ガスからCO2を回収して地層に固定化）開発中）



今日のお話

第1章 世界・日本のエネルギー事情

第2章 各エネルギーの特徴と比較
（１）化石燃料エネルギー
（２）再生可能エネルギー
（３）原子力エネルギー
（４）その他
（５）比較

第3章 今後のエネルギーミックス

第4章 まとめ



21

再生可能エネルギーの種類

風力

水力 地熱 バイオマス

太陽光

安定電源⇒原子力の代替

変動電源⇒火力の代替
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水力発電の可能性
１．水力発電は、安定的に発電できる再生可能エネルギーであり、純国産エネル
ギー。明治時代から開発され、大正、昭和に各地の河川を開発、戦後間もなくまで
“水主火従”。
２．現在では大規模水力に適した地点の開発はほぼ終了し、既導入量は4,650万
kW(発電量で862億ｋWh)。
3．今後は中小規模の開発が中心。2030年までに35万ｋW(発電量で15億ｋWh)～
280万kW(同134億ｋWh）増加の見通し。既導入量の1.8～15.8％増。（注）

黒四ダム日本最大級の水力発電、
1963年完成、25万ｋW

（注）再生可能エネルギーの2030年見通し数値はいずれも経産省資源エネ庁資料
「長期エネルギー需給見通し関連資料（H27年7月）」より。なお、高位の数値は
かなり困難なものであることに注意。以下の再エネにも当てはまる。

用水路発電設備の一例
（町川発電所，最大出力140kW）
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地熱発電の可能性

地熱発電の特徴

二酸化炭素を殆ど排出せず、燃料が要らない純国
産エネルギー。安定的な電源（稼働率約70％)
欠点として、他電源に比べ規模が小さく､坑井堀
削コストを反映して､発電コストが高め、地下資
源量の完全予測ができないため開発リスクが大き
い、適地の80％が国立・国定公園内にあり、周辺
環境との調和、温泉との共存が問題

日本は世界第３位の火山国。既導入の地熱発電は全国18箇所、20プ
ラント、最大出力52万ｋＷ（発電量で38億ｋWh)、全電力量の0.3％。

2030年までの増加見通しは、38万kW(発電量で27億ｋWh)
～103万ｋW(同75億ｋWh)増加。既導入量の70～200％増の
見通し。

九電八丁原・大岳地熱発電所
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バイオマス発電の可能性

バイオマス発電の既導入量は252万kW(発電量で177億ｋWh）
2030年の導入見通しは、一般廃棄物、未利用間伐材、建設資
材廃棄物、バイオガスなどにより、602万kW～728万kW（発電
量で394億kWh～490億kWh）の見通し。

吾妻木質バイオマス発電所

木質チップのみを燃料としてい
るバイオマス発電所
発電規模は13,600kW



2030年度における太陽光発電の導入見込み量

・住宅：約900万kW（発電量で約95億kWh）

・非住宅：約5,500万kW（発電量で約654億kWh)

・既導入と合計：約6,400万kW（発電量で約749億kWh）

実績 2668ｋW

太陽光発電の可能性



2030年度における風力発電の導入見通し
陸上風力：914万kW（発電量161億kWh）、稼働率20％
洋上風力：82万kW（発電量22億kWh）、稼働率30％

実績
335.6ｋW

風力発電の可能性



再生可能エネルギーは2012年度に導入された固定価格買取制度（FIT)
により、電力会社は通常電力料金より高くしかも20年間買い取らねば
ならない。これら価格は電力料金に賦課されて消費者から徴収する。
この制度により再エネ（特に太陽光）は大幅に増加。本制度は制定当
初から既にドイツで破綻しかかっていたことが判明していたにもかか
わらず、当時の政権が強引に政治的に決定。問題が多く順次改定中。

再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT)



我が国再生可能エネルギー賦課金と
買取費用の推移
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このウラン235が核分裂した時
に発生する熱エネルギーにより
蒸気を発生し電気を作る

核分裂の結果、ウラン
235は2つのより小さい
物質になり、これが高レ
ベル放射線廃棄物とな
る

一部のウラン238も中性子(質量＝１）を吸収し、プルトニウム239
になり、この一部は核分裂し熱エネルギーを発生、一部が残る。こ
のプルトニウム239を再利用するのが核燃料サイクルである。

ウラン燃料の中ではウラン235と238の核分裂が起きている



原子燃料が生み出す膨大なエネルギー

ペレット1個で１家庭の
約半年分の電力を発生

2018/1/11

核分裂
ウラン235

中性子

中性子

熱エネルギー

ウラン燃料（ウラ
ン235）１gが完全
に核分裂すると，
石油2,000ℓに相当
する熱エネルギー
約200万倍を出しま
す。

ウランペレット
ウラン235：3～5％
ウラン238：95～97％



原子燃料の構造

32燃料集合体

燃料被覆管 上部ノズル

燃料棒

制御棒案内管

（シンブル）

下部ノズル

ペレット

燃料棒

9.5㎜

4.06m

１７×１７型 燃料集合体

支持格子
（グリッド）

炉内計装用
案内管

コイルばね

ペレット 端栓

端栓

スプリング

この中で核
分裂し高温
となる



原子力発電所の内部（PWR）

原子燃料

蒸気発生器

格納容器

制御棒

原子炉
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原子力発電所の構成（PWR)

格納容器

燃料ピット

タービン建屋

原子炉容器

蒸気発生器

蒸気タービン

発電機

加圧器

制御建屋

補助建屋



ＰＷＲとＢＷＲ
加圧水型軽水炉 PWR 沸騰水型軽水炉 BWR

概要

特徴 間接サイクル。蒸気発生器、一次冷却材ポ
ンプが必要。タービンに放射能は行かない。

直接サイクル。タービンに放射能が
行く。

原子炉圧力 およそ１５０気圧（15MPa） およそ７０気圧（7.0MPa）

運転基数 世界：267基、うち日本：24基 世界：89基、うち日本：26基

日本のメーカー（電力） 三菱重工（関電、九電、四電、北海道電、
日本原電）

東芝、日立GE（東電、中部電、東北電、中
国電、北陸電、電源開発、日本原電）

世界のメーカー Westinghouse（米）、AREVA（仏）、
ロスアトム（露）、斗山重工（韓）、上海電気

他（中国）、

GE日立（米）

導入国
アメリカ、フランス、ロシア、中国、韓国、台
湾、ドイツ、ベルギー他多数

アメリカ、ドイツ、台湾など



年

・初期トラブル克服
・国産化

・信頼性・安全性・稼働率の向上
・被曝低減、定期検査短縮

設備容量
(MW)

・経済性の向上
・安全性、運転保守性の向上

改良技術（ＡＢＷＲ、
ＡＰＷＲ等）採用

通産省改良標準化

0

10,000

50,000

40,000

30,000

20,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

我が国の原子力発電建設の歴史

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3世代
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福島第一の原因と他の原発との相違

○福島第二は整地高さが第一より2m高かった。海水ポンプモーターが津波で流されたが、
緊急輸送と緊急電線敷設により炉心冷却できた。
○女川は当時東北電力が津波を相当に研究し、整地高さを14.8mと福島第一より５ｍ高
く決めた。この差と外部電源1回線がこれらの発電所を救った。
○日本原電の東海2号は県指導により防潮堤を増設した直後に大震災が襲来し、間一髪
助かった。

地震では核反応停止でき非常用安全系も稼働したが、津
波で非常用電源系が停止し、全電源喪失となった



これまで各省分散、縦割り、推進と同居など問題が多く、
福島第一事故の遠因となった原子力安全行政を一本化
し、2012年9月原子力規制委員会発足



2013年7月、原子力規制委員会は、世界で最も厳しい水準
の新規制基準を制定



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

インターロック
（誤操作防止）

止める 冷やす

閉じ込める

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
と緩和

オフサイト
センター設
置

合同対策協
議会

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）

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、

深層防護を3層から5層へ





進展型炉

現在運転中の原子炉は大部分第2世代炉であり、世界ではより安全性に
優れた第3世代炉、第3＋世代炉を建設中、以上の軽水炉とは全く異な
る第4世代原子炉を世界各国では開発中である。

次世代の原子力発電の開発状況

ATMEA1

FBR,HTGR等



高温ガス実験炉（HTTR)
JAEA原子力水素・熱利用研究センター

高温工学試験研究炉（HTTR）の構造
• 熱出力30MWの黒鉛減速ヘリウムガス冷却型
• セラミックスで4重に被覆した燃料粒子と黒鉛
製構造物で炉心を構成するため、炉心溶融が
ない設計が可能
•第4世代超高温ガス炉の実験炉、発電はなし。

ISプロセスの原理図
Ｉ（ヨウ素）とＳ（硫黄）の高温化
学反応を利用し、水を熱分解
させて水素製造を行うCO2フ
リーの先端的水素製造法

平成16年4月出口温度950℃達成。平成
22年3月高温連続運転50日間

高温核熱を利用して、二酸化炭素
を発生しない熱化学法（ISプロセ
ス）による水分解水素製造技術を
開発中。



プルサーマル

高レベル廃棄物地層処分

廃炉
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【出典：原子力百科事典（ATOMICA）】

リサイクル

プルサーマル：プルトニウムを軽水炉

（サーマル炉）で使用

高レベル放射性廃棄物

使用済み燃料のリサイクルとは？



使用済燃料再処理の工程

【出典：(財)日本原子力文化振興財団 「原子量・エネルギー図面集2005-2006」】

プルトニウムをウランと
混合⇒核不拡散性

2018年度初めに操業開始予定だったが、トラブル続出し審査停止状態。
3年遅れる見通し。



世界では多くの国でMOX燃料が軽水炉（プルサーマル）やFBR(高速増殖炉）
で使用。フランスが最も多く、ドイツ、スイス、ベルギーなどでも使用。
日本でも既に7基で使用され、6基で装荷が認可。



実験炉「常陽」
（炉出力14万kWt）

FBR成立性の実証
燃料・材料の照射ﾃﾞｰﾀの
蓄積

発電の実証
ﾅﾄﾘｳﾑ技術の確立

原型炉「もんじゅ」
（電気出力28万kWe）

実用炉(2)
（電気出力150万kWe）

実証炉(1)

革新技術の実証

・JAEA、MHI、MFBRの３者が一体で推進。

・2009年4月にFBR推進室を設置。

実証炉建設に向けて、プロジェクト推進。

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

常陽
もんじゅ1977年臨界

1994年臨界 実証炉
～2025年運開 実用炉

2050年迄に運開

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

高速増殖炉の実用化への道のり

2016年廃炉決定

我が国の軽水炉に続く将来の原子炉とし
てFBR開発を進めてきたが、2016年12月
に廃炉が決定。以降の工程は不透明に。



六ヶ所再処理工場と日米原子力協定の問題について（参考）

高速増殖炉「もんじゅ」が廃炉となり、六ヶ所再処理工場の完成が遅れ、原発再稼
働も遅れてプルサーマルも停滞している状況で、反原発派は「プルトニウムが48
トン（原爆6000発分）も溜まっているのは核不拡散上問題だ、海外からも疑念を
持たれるから六ヶ所再処理工場を廃棄せよ」と主張。（NHKクローズアップ現代＋
など） なお、核保有国以外で再処理を認められているのは日本のみで、日米原
子力協定による。同協定は2018年8月に改訂を迎える

１．48トンのプルトニウムの4分の3以上は英仏で再処理され、現在も同国で保管中。
２．残りの約10トンは英仏からの返還、東海村での再処理されたものでウランとの
混合酸化物（いわゆるMOX)になっている。
３．原子炉級のプルトニウムは不純物が多く、原爆にならないし、これまでもこれ
による核実験は行われていない。まして、MOXは混合物になっており、さらに困難。
４．六ヶ所工場には核不拡散条約（NPT)と国際原子力機関（IAEA)との協定により、
厳重な査察がかけられており、IAEA査察官が常時常駐しており、軍事転用は起こ
りえない仕組みになっている。
５．いずれ原発が順次再稼働しプルサーマルも本格再開され、さらに大間のフル
MOX原発（ABWR)が建設、稼働すれば、順次消費される。
６．日米原子力協定は米国政府高官が自動延長の意向を示している。



使用済み燃料の処理処分方式は2種類ある

新燃料
（U235：4.5％、U238:残り）

MOX燃料

原子炉で核分裂

U235,238 核分裂生成物Pu239

高レベル放射性廃棄物

米国、フィン
ランド、スゥ
エーデンなど

使用済み燃料
（核分裂生成物：4.7％、U235:1.1%、Pu239:1%、U238:残り）

《原子燃料リサイクル》 《深地層処分》

フランス、ロ
シア、中国、
日本など

直接処
分方式

再処理方式



人間による監視

分離変換技術により

数百年の可能性

処分（永久隔離）

技術的安全性・経済性が課題

宇宙空間

海洋底下
地層中

極地の氷床

長期管理貯蔵

有用金属を分離し、原
子炉や加速器で核変換
させて消滅処理

超長期には困難

研究開発に数十年
全量消滅は困難

まず、どんな方法が考えられるのか？

ロンドン条約により禁止

氷床特性の解明が不十分

ロンドン条約により禁止
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

高レベル放射性廃棄物は安全に処分できるのか？



直径43cm、高さ134cm

重量約500kg

高レベル放射性廃棄物とは



地層処分して人間界から隔離

約40年間分の高レベル廃棄物約40万本を貯蔵す
るに必要な敷地規模（地下：約3×約２ｋｍ）

高レベル廃棄物をガラスに溶融固化し、まず約50年地上保管冷却後、オーバー
パック、緩衝材（人工バリア）で覆い、地下300m以下に永久貯蔵

放射性物質を人工バリアと自然バリアにより、数万年に渡り、地球の
地上の生物環境から、人類が関与することなく深地層自然の管理に委
ねる、最も確実な方法。



高レベル放射性廃棄物の有害度減少効果

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
固化体にすれば減じ、FBRへ移行するとその効果はさらに大きくなる。

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。





2017年7月経産省
資源エネルギー庁
は高レベル放射性
廃棄物（核のごみ）
の「科学的特性マッ
プ」を公表

10月から全国都道府
県で説明会・意見交換
会を開催。順次、市町
村レベルの自治体での
説明会も開催予定。国
民の理解を促進し、地
層処分の立地につなげ
る活動を推進中。





今日のお話

第1章 世界・日本のエネルギー事情

第2章 各エネルギーの特徴と比較
（１）化石燃料エネルギー
（２）再生可能エネルギー
（３）原子力エネルギー
（４）その他
（５）比較

第3章 今後のエネルギーミックス

第4章 まとめ



省エネルギーも第4のエネルギー
資源エネ庁はこの表のように各部門の省エネを推進しようとしている。産業
部門は各団体が目標掲げ推進しているが、業務部門、家庭部門、運輸部門は
達成がかなり困難と思われる。



核融合発電

夢の発電「地上の太陽」と言われる核融合発電は人口100億年
時代のエネルギーとして国際共同開発ITERなどが進められてい
る。実用化は2100年以降とも言われている。
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第2章 各エネルギーの特徴と比較
（１）化石燃料エネルギー
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（５）比較
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「3E＋S」の同時実現が世界共通の
エネルギーの重要目標

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

2018/1/11 62

安全
Safety
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化石燃料資源とウラン資源の確認埋蔵量

これまでは新たな大規模油田、ガス田、炭
鉱が発見されたが、近年は小規模ばかり。
過去の確認埋蔵を消費。いよいよ減少に向
かっている！

高速増殖炉リサイクル実
用化によるプルトニウム
利用によりウランの利用

年数は約２５００年に。

石炭もい
ずれ生産
ピークに

海水中ウラン
（３mg/t)の
回収が実用化
するとほぼ無
尽蔵





各電源の発電コスト比較が2011年に行われた。
原子力が事故リスクを考慮しても最も安く、次いで石炭火力、天然ガス
火力。太陽光、風力はまだかなり高いので導入促進のためにFIT制度
を制定、なお、変動電源（太陽光、風力）の系統安定化のための揚水
発電や火力発電など調整電源を入れるとさらに高くなる。
2030年にはかなり安くなるという予測だが、まだその見通しは無い。



原子力の発電電力量あたりのCO2排出量は、石炭火力、石油火
力、LNG火力に比べ大幅に少なく、太陽光、風力の自然エネル
ギーと同程度である。



原子力は少量のウラン燃料で大きなエネルギーが取り出せるの
で、燃料の運搬、貯蔵の面でも優れている。



電源のエネルギー収支比
（EPR=得られるエネルギー/得るために必要なエネルギー）

貯蔵なし
貯蔵あり

出典：ベルリン核物理研究所ワイスバッハ他論文

経済的閾値：
７→

安定電源：電力貯蔵無し（左側）
変動電源：揚水発電による電力貯蔵あり（右側）

各電源の使う側にも多くの家電や電気機械、
エスカレーターや電車などの製造に沢山の
エネルギーを使い、また発電側から消費側
に届けるまでに多くの送電線、配電線、変
圧機器などを必要としていて、そのような
インフラの建設にも多くのエネルギーを必
要とするため、電源には7.0ぐらいのエネ

ルギー収支比が必要と考え、それを経済的
閾値としている。



原子力と変動再エネ電源の比較

【出典：資源エネルギー-HP】

発電に要する土地面積、設備投資額が原子力に比べ膨大

玄海原子力は4基、
348万kWで0.9ｋｍ２

東田地区相当 若松区全面積

に相当
北九州市全面積の
約50％に相当
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変動電源導入の課題

稼働率が、太陽光は天候と時間の影響大で平均１２％、
風力は風況に左右され平均20～30％程度しか発電しない

⇒調整電源（火力発電)か、電気を蓄える蓄電池か、スマー
トグリット（次世代送電網）が必要⇒電気料金負担が膨大。
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（３）原子力エネルギー
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（５）比較

第3章 今後のエネルギーミックス

第4章 まとめ



中期、長期、超長期の3段階で検討してみよう。

中期：2030年代
◆2014年のエネルギー基本計画の基となった経産省資源エネルギー庁審
査会の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会長期エネルギー需給見
通し小委員会が定めた2030年度エネルギーミックスを目標とする。
◆このエネルギーミックスは地球温暖化対策パリ協定で我が国は2013年
度比で2030年度にCO2削減目標をー26％としたこと、また原子力発電へ
の依存度をできるだけ低減するとした政策に基づいている。

長期：2050年代
◆地球温暖化対策パリ協定で我が国は2013年度比で2050年度にCO2削減
目標をー80％としたことから、中期目標の延長線上で可能なエネルギー
ミックスを検討する。
◆そのために現在考えられるあらゆる実現可能な技術を動員する。

超長期：2100年代
◆2015年G7首脳宣言で2100年にCO2排出をゼロにすることを目標にして
おり、それに向けて可能なエネルギーミックスを検討する。
◆そのために現在は技術的にまた経済的に夢の技術も総動員し検討する。



中期：2030年代



政府は2014年度エネルギー基本計画で、2030年のエネルギーミックスを
CO2の2013年比26％削減、原子力依存度低減を目標とし次のように設定。
①まず徹底した省エネにより約17％需要を低減する。
②次にCO2ゼロ排出電源（再エネ、原子力）を44％、火力発電を56％。
③再エネは震災前10年平均15％から22～24％に、内安定電源（地熱、バ
イオマス、水力）を11％から13.5～14.9％に、変動電源（太陽光、風力）を
４％から8.7％程度にそれぞれ拡大する。
④原子力を震災前10年平均27％から20～22％に低減するとした。



参考：先進諸国のCO2ゼロエミッション電源比率比較
EUはすでに我が国の2030年目標を達成しているが、EU内には

電力網、天然ガスパイプラインが張り巡らされている❕



省エネルギー、再生可能エネルギーの課題

省エネルギー
・産業部門：工場単位→企業単位→企業間連携の取組。
・輸送部門：電動化困難なトラック貨物分野は物流の効率化必要。
ネット通販市場拡大に伴う増エネ懸念に対処要。
・乗用車部門は電動化（HV,PHV,EV)の普及加速。
・業務・家庭部門：照明のLED化促進。IoT,AI、データの活用促進。
住宅、ビルのゼロ・エネルギー化（ZEH、ZEB)

再生可能エネルギー
・太陽光も風力も欧州に比べ発電コストは倍以上と高く、大幅なコ
スト低減必要。
・変動再エネ（太陽光、風力）の導入拡大に伴い、系統制約が顕在
化。既存系統の最大限活用施策、系統増強の費用負担などの検
討要。蓄電池価格の半減以下を当面2020年目標にレドックスフ
ロー電池、NAS電池などに開発補助。



2030年原子力比率20～22％は再稼働だけでは困難



原子力の課題解決

◆原子力関係者をあげて、社会的信頼の回復が最大の課題。

・事業者による自主的かつ継続的な安全性の向上、

・原子力規制委員会の科学的・技術的な見地から公正な意思決
定、米国に倣った現場実績重視の検査制度導入等の大改革。

◆原子力20～22％は、再稼働だけでは BWR再稼働審査遅れ・
地元同意遅れ、20年延長の例外措置、廃炉の増加などから困難。

◆再稼働に加え、島根3、大間、東電東通（ABWR)の建設再開し、
運転開始。

◆計画中（敦賀3,4、川内3、以上APWR、上関1,2、浜岡６、東電東
通2、東北東通２、以上ABWR、いずれも「第3世代＋」原子炉）の
設置許可と着工。一部運転開始。

◆六ヶ所再処理工場の本格操業、MOX燃料工場の建設再開・操
業開始。

◆高レベル廃棄物地層処分（核のごみ）の国民理解促進、立地候
補地（できれば複数地点）での文献調査開始。



2050年CO2の2013年比80％削減目標はさらに困難

長期：2050年代



具体的な課題と対策

◆再生可能エネルギーはドイツ

の現状29％が限度と言われて

おり、これ以上の変動再エネ

導入には蓄電池の抜本的コス

ト低減が必要。

◆再生可能エネルギー固定価格

買取制度（FIT)の廃止。

◆原子力は2030年代に建設開始した新設（敦賀3,4、川内3、以上APWR、
上関1,2、浜岡６、東電東通2、東北東通2）の運転開始に加え、更に現敷地内
に増設（美浜4号など数基）の実現。大部分の原子力は第3世代＋炉へ。

◆第3世代＋炉の次の第４世代炉として、高速増殖炉（FBR)や高温ガス炉
（HTGR)などの原型炉の建設開始。

◆第2再処理工場の計画に着手。地層処分調査完了し、立地決定。

◆地上の太陽、核融合実験炉ITERの発電成功。

◆火力発電はIGCC（石炭ガス化）の増設、IGCC+SOFC（固体高分子燃料電池）
の実現



超長期：2100年代

。

◆再生可能エネルギー（特に変動型再エネ）は蓄電池の抜
本的コスト低減により、導入のさらなる増加。
◆原子力は、ウラン資源のより有効活用や安全性向上とな
る第4世代炉、FBRやHTGR、の建設・運転により、順次軽水
炉を代替。
◆第2再処理工場の操業本格化、使用済みMOX燃料の再処理
によりプルトニウムの増産でFBRの燃料に。
◆地層処分の本格運用。第2地点の選定も。
◆地上の太陽、核融合発電の実用化開始。
◆火力発電は資源のある石炭有効利用として、IGCC増設、
IGCC+SOFCの実現。更に、CCS(CO2回収固定化）の本格運用。
◆東電福島第一事故現場は廃炉措置完了し、更地に。



今日のお話

第1章 世界・日本のエネルギー事情

第2章 各エネルギーの特徴と比較
（１）化石燃料エネルギー
（２）再生可能エネルギー
（３）原子力エネルギー
（４）その他
（５）比較

第3章 今後のエネルギーミックス

第4章 まとめ



防衛、食料と並んで国家存立として重要なエネルギーは現在危機的状
況にある。そこで、特に電力の各種エネルギー源についてそれらの特
徴を解説し、エネルギーの必要要件として３E+Sについて比較した結
果、どのエネルギー源も様々な課題があることが分かった。従って、
エネルギーミックスを考える必要があり、中期（2030年代）、長期
（2050年代）、超長期（2100年代）と段階的に検討した。その結果は、
１．まず中期では2030年にCO2排出を2013年比ー26％を目標とした
2014年エネルギー基本計画に従ったエネルギーミックスを目標とし、
省エネを前提として、再生可能エネルギーの拡大、原子力は福島第一
事故前より再稼働と建設中の運転開始により極力低減、残りを天然ガ
スを主体とする火力で賄うこととした。
２．長期では同上－80％を目標とし、再生可能エネルギーは導入限界
に達するために、原子力の社会的信頼性の回復を前提としてより安全
性の高い第3世代＋の新増設を進めること、火力は資源の多い石炭を
利用し熱効率の良い石炭ガス化発電（IGCC)を推進することとした。
３．超長期では同上ー100％を目標とし、蓄電池の抜本的コスト低減
による再生可能エネルギーの導入増、原子力は第4世代のFBRやHTGRの
導入、火力はIGCC＋固体高分子燃料電池（SOFC)、CO2回収固定化
（CCS)の導入、また地上の太陽と言われる核融合発電も実用化される
と考えた。



永井隆博士
長崎の原爆被災者の救護活動に全精力を

傾注された当時の長崎医大永井隆博士の

「原子爆弾救護報告」にある永井博士の

深い洞察と先見性ある一文を引用する。

EPILOGUE－１



EPILOGUE－２



ご清聴有難うございました。

現在危機的状況にあるエネルギー、特に電力について
今後のエネルギーミックスとして、中期では現実的に、
長期ではやや希望的に、超長期では夢のある姿を描い
てみました。若い皆さんには将来に希望を抱いて、夢
に向かって邁進していただきたいと思います。
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１．世界の原子力発電建設の動向

２．原子力産業界

３．低線量被ばく問題

４．廃炉の工程と廃棄物処理



福島事故直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
・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

Pro

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

1．世界の原子力発電の動向



国際原子力機関（ＩＡＥＡ）によると、世界の原子炉は20016年12月25
日現在、31カ国・地域で450基が営業運転中か稼働可能な状態。トップは
米国の99基で、フランス58基、日本43基、中国とロシアが36基と続く。
発電能力は全発電量の約11％を占める。福島事故後に脱原発を決めたの
はドイツやスイスなどごく一部。原発は世界では電力を安定供給する
「ベースロード電源」として一定の役割を担っていくとみられ、厳格な

安全対策が求められている。



世界の原子力発電動向 （現状）
～ アジア（特に中国・インド）での増加が顕著・・・

石川和男 （NPO法人社会保障経済研究所代表）









2．原子力産業界







3．低レベル放射線被ばく問題

地球上の生物は太古の昔から現在よりはるかに強い放射線にさら
されてきて、遺伝子は生命を守るため、特殊な能力を備えてきた。

・その一つが損傷さ
れたＤＮＡを修復す
る能力である。
・二つ目は修復する
ことが困難な程度に
損傷を受けたＤＮＡ
を死滅させるアポ
トーシス能力である。
・福島の放射線レベ
ルはこれらの能力
により、生体に影響
を与えない程度と評
価されている。





私たちの日常生活において様々な放射線を受けている。
・自然放射線による被曝量は日本の平均値は年間２．１ミリシーベルト。
・世界にはもっと高いところが多くあり、数１０～６００ミリシーベル
ト／年にもなるが、放射線被害は報告されていない。

・福島事故により居住制限が実施されたが、これらの制限値は世界の自
然放射線レベルの範囲内である。

・帰還困難区域
年間積算線量が 50ｍ㏜を
超え、5年間を経過して
も年間積算線量が20ｍSv

を下回らないおそれのあ
る地域
・居住制限区域
20～50SvmSv／年
・避難指示解除準備区域
20mSv／年以下となるこ
とが確認された区域



４．廃炉の工程と廃棄物


