
2017対話イン 京都女子大学

エネルギー問題と日本社会
～生活を支えるエネルギーを考えよう～

平成2９年6月2４日（木）

シニアネットワーク連絡会

エネルギー問題に発言する会

針山日出夫
hideo_hariyama@yahoo.co.jp
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針山日出夫 はりやま ひでお

昭和21年 富山県生まれ（H29年現在７1歳）

昭和45年 大阪大学原子力工学科修士

昭和45年 三菱重工入社

平成13年 同社原子力事業担当取締役

平成15年 三菱原子燃料（株）代表取締役

平成21年 神戸山手大学に入学(H23中退）

平成23年 三菱重工業退職

❏「エネルギー問題に発言する会」 代表幹事

❏「シニアネットワーク連絡会 SNW」 運営委員
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ＳＮＷの活動方針

１．世代を越えた対話
若者との世代を超えた対話により、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
国が推進する事業などを支援し、講師派遣を行なう。

４．協力団体との水平的なネットワーク連繋
協力団体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抗議・勧告を行う。

日本が理性と見識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最重視！
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本日の内容

１．東電原発事故が日本社会に

もたらしたもの

２．原子力と日本社会の受容性

３．エネルギー問題の論点

４．結論

4



１． 東電福島原発事故が

日本社会にもたらしたものは？

エネルギー問題を考えることは世界動向を俯瞰して

日本の将来を考え、日本社会の今を見つめること。
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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
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❏地震災害

❏津波災害

❏放射線被害

❏情報災害、風評被害

◈ 地域社会の崩壊

◈ 反原発、エネルギー危機

２０１１．3.11 日本を襲った災害
～パニックの実態と事実の検証～
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放射能の恐怖！ 汚染列島！
日本崩壊！ 国外脱出！ 停電！
自然エネルギー！ 脱原発！

◈ 国民性：事故事象を科学しない
◈ 専門家：責任ある言動をしない
◈ 政治：非常時に腹を括らない
◈ メデイア：騒ぎ立てるだけ

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～
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・・・・あれから丸６年

◇ 避難者 ： 県内外での避難者7万7千人
（調査時点：2017年5月16日 復興庁：5月30日 県外へは3万5千人）

◇ 環境修復： 除染は遅れ気味も、進行中

◇ 食品汚染： 新基準を運用、風評被害あり

◇ 地域社会： 復興・再生は途上
（一部市町村で避難指示解除されるも、避難者の約6割が「帰還しない」と）

◇ エネルギー政策： 依然として漂流中

-電力供給： 86％火力発電、再エネ14％
（2015年度総発電量８８５０億KWｈ： 電事連：2016年5月20日発表）

-原子力発電所：再稼働始まるも進展遅
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❏事故の恐怖体現⇒再発抑止は疑問？

❏反原発感情増幅⇒構造的不信の定着！

❏国民のリスク感覚⇒ゼロリスク志向！

❏エネルギー危機 ⇒ 常態化！

❏エネルギー安全保障 ⇒ 脆弱化！

日本は国家的課題に対する有効な

意思決定システムを構築できるか？

原発事故がもたらしたもの
～エネルギー/環境問題の視点～
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原発事故がもたらしたもの
～福島県「こころの健康度・生活習慣に関する調査」～

❏平成23年5月より福島県が毎年実施

（実態を踏まえ被災民にどのような支援が必要か）

❏調査取り纏め：福島県立医大

❏調査方法、調査内容

①国指定の避難区域等の住民約21万人を、ゼロ歳～3歳

4歳～6歳、小学生、中学生、一般の5区分で調査

②対象者に調査票を郵送し自記式又は保護者が回答

③項目：身長・体重、ここ1年以内の既往症、睡眠、運動、

喫煙、飲酒、食欲、食生活、精神状態、生活状態、

放射線影響についての認識（一般向け調査）
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原発事故が遺したもの
～H26年度福島県民健康調査（＊）抜粋～

❏第23回県民健康調査検討会（H28年6月）

❏一般186,881人を対象、有効回答率23.4％

❏放射線の健康影響についての認識 (%)

極めて 極めて

低い 高い

Q:後年に健康障害起こる? 36.0   32.6 18.2 13.2

Q:次世代に健康影響ある？ 29.2 32.7 22.1 15.9

（将来生まれてくる子供に） ＜＊ 調査期間 H27年２～６月＞
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電力事情と忍び寄るエネルギー危機
～歪な電力供給構造と国民生活、経済への影響～

◆ 以前として約９割を火力発電に依存
（石油資源を地政学的リスク大の中東に多くを依存）

◆ 老朽火力が悲鳴、停電の危機何回も

◆ 石油、天然ガスの輸入急増（原発分を補う

ための燃料費増額：H24年３．４兆円、H26年は３．６兆円）

◆ 再三の電力料金値上げ
（２０１０年比の２０１４年度料金上昇：家庭向け２５％アップ

産業向け３９％アップ エネ庁HPエネルギー２０１６より）
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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割が海峡経由（エネ庁HP 日本のエネルギー２０１６）



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

◆ 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、電力融通の限界）

◆ 今夏：全国予備率３％は確保（H29年4月 エネ庁）

◆ 中東の正常不安で輸入に赤信号か!

原発停止で綱渡りの状況が認識されていない



悲鳴を上げる老朽火力
～電力会社の懸命の努力で停電を回避～

◆ 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割が稼働４０年以上

◆ ガス火力の約２割が稼働４０年以上

◆ 火力フル稼働による故障が急増
（2014年度冬12月～2月の電力9社の火力故障停止は

過去最多297件：Ｈ27年4月17日付け日経朝刊）

◆ 法律では２年ごとに定期検査が必要

なるも、特例で検査を繰延べ
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２．日本社会は

原子力を受容出来るか？

国民はエネルギー戦略の要件として

原子力という選択肢を容認するか？

原子力への信頼は回復できるか？
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『原発無しでも経済発展が出来ると思いますか？』
～原子力学会調査や世論調査が示唆するもの～

❏原子力学会継続調査 （2013/1 ➡ 2014/1）

思わない：首都圏住民 ２４％ ➡ １７％

原子力学会員 ８４％ ➡ ７５％

思う ： 首都圏住民 ３３％ ➡ ４４％

原子力学会員 5.3％ ➡ 10.4％
❏最近の世論調査 (再稼働是非：H29/3/11、12）

原発再稼働推進 反対 ５５％

原発再稼働推進 賛成 26％

（毎日新聞調査：RDS法、有権者1597所帯、63％回答率）
19



◆ 原発の故障等の技術的問題は社会的事件

◆ 地元意向は国・電力の意思決定に影響（自治体

議会、選挙動向・安全協定）⇒2重規制構造

◆ 被爆国としての核・放射能に対するセンチメント

独特の国民感情 ⇒事故により増幅し広く浸透

◆ 事故で原子力のトランスサイエンス問題が拡大

⇒汚染水、情報管理不足⇒信頼喪失固定化

◆ 訴訟での異様な司法判断(大飯、高浜ケース）

◈ 国論の分断が定着、技術論だけの解無し！

◈ 原子力正常化への道筋は描けるか？

日本における原子力の社会性
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原子力はなぜ問題か？
～日本社会の受け止め方～

◆ 原子力の「光と影」： 希薄な国民認識
◆ 日本人固有のセンチメント： 反核感情
◆ マスメデイア：稚拙・情緒的な報道姿勢
◆ 原子力への信頼喪失：構造的定着
◆ 日本人の躾（リテラシー）と教養：

① 報道/文字情報に対する無防備
② 便益とリスクに対する無頓着性
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原子力信頼喪失の構造
～社会的受容性改善への長い道のり～

◈ 社会的受容性＝Σ（信頼基盤+安心基盤）
◈ 信頼基盤： 組織体制への信頼感+安全確保
👉 炉心溶融事故起こした！ （不信の始まり）
👉 事故後の組織体制への不信（体質、組織文化）
👉 政治のリーダーシップ不在（票にならない政策）

◈ 安心基盤： リスク低減への不断の努力
👉 正しいリスク認識定着せず
👉 安全/不安全： 判断基準なし（安全目標）

社会的受容性改善無くして
原子力正常化無し

22



リスク認知の心理的支配要因
東京大学 古田一雄

◆恐怖要因 ◆未知性要因
- 制御不能性 - 不可視性
- 結果の未回復性 - 新規性
- 致命性 - 遅延的影響
- 未来世代への影響 - 科学的未解明

危険察知能力に訴えるリスクは受忍限界低い

市民の反応：福島事故の報道イメージから
原子力リスクは極めて大きいと感じる

（＊）広く許容される ⇒ 受忍される ⇒ 許容不可能な
リスク：ＡＣＣＥＰＴＡＢＬＥ リスク：ＴＯＬＥＲＡＢＬＥ リスク：ＵＮＡＣＣＥＰＴＡＢＬＥ
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◆ 国家、国益、産業護持に対する考え方
⇒ 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

◆ 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

☞ 無責任な考えで若い世代に
高いつけを廻すな！

原子力問題：意見対立の基本構造
～ 冷静さを欠く危うい論議 ～
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エネルギー問題：日本社会の成熟度
～日本人は社会的に自立しているか？ ～

◆自己自立性： 意見を持ち、言動に責任

◆政治的自立： 重要な国家的課題に敏感

◆世論調査 ： 政治的未熟、感覚的判断

⇒しっかり考えないと後でつけが廻ってくる

例１．国家財政規律 ⇒ 約4割が判らないと！

（増税反対！社会保障充実！国家財政問題？？？）

例２．原子力利活用 ⇒ 約４割が判らないと！

（料金アップ反対！再稼働反対！エネルギー？？？）
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エネルギー問題：日本社会の成熟度
～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
（朝日・毎日・東京・河北 VS 読売・サンケイ・日経）

◆ 原子力に対する恣意的な不安助長（NHK)
◆ 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
（日本：複雑問題をシンプルに理解しようとする傾向）

- 科学的合理的精神の成熟度
⇒ 民度以上の政治やメディアは生まれない
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エネルギー問題：日本の病理
～日本社会の根底にあるもの～

◆ 「母性原理」意識の強い特殊な社会

⇒ 感情的、感覚的議論が世論形成を支配

⇒ 分析的、論理的、俯瞰的議論が不得意
（河合隼雄：「母性社会～日本の病理」）

◆ 価値共有に依らないコンセンサス社会

⇒ 手続き論、形式論としてのコンセンサス

⇒ 議論を尽くさない表面的同意、哲学不在

⇒ 空気を読む体質、集団的浅慮体質
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安全性審査と司法判断
～多層的で厳格な審査結果が地裁で否定～

STEP① 原子炉設置許可変更認可（☞審査書の公開）

安全設備の設計が安全基準に適合しているか？

約8０００頁の技術資料を2年半かけて専門的審議！！

STEP② 工事計画認可

原子炉施設の詳細設計が技術基準に適合しているか？

STEP③ 保安規定認可

運転管理(手順・体制）等が災害防止上十分であるか？

STEP④ 使用前検査合格

認可を受けた施設が所定の機能性能を有すか？

発電所現場で性能、機能確認
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再稼働安全審査の進捗状況
～申請は16原発26基（2017年5月24日）～

❏ 審査合格 12基（下線有PWR,なしBWR）

高浜１，２（稼働はH19以降) 川内1，2

高浜3，4 伊方３ 美浜３(稼働はH19以降）、

玄海３，４ 大飯３，４

❏ 審査終盤
泊３、

柏崎6，7

❏ 審査中盤
女川２、島根２、浜岡４、東海２
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大津地裁の司法判断（H28/3/9）
◈ 高浜3/4号機の運転停止仮処分決定
◈ H29/4/４大阪高裁で仮処分取り消し

事件名：原発再稼働禁止仮処分申立事件

債権者：高浜原発3，4号機から70Kｍ以内滋賀

県内居住者

債務者：関西電力

判決 ：人格権にもとづく妨害予防請求権に基

づき、運転差止めの仮処分決定。理由は、

津波による電源喪失による放射能汚染の

危険性。
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異様な司法判断：論点と疑問点

◈ 仮処分とは？➡本訴判決までの暫定処置

◈ 人格権とは？➡公的定義なし。勝るものなし？

◈ 行政の裁量と司法審査の境界は？

➡ 三権分立の原則+新規制基準とは独立の

判断+具体的危険性の蓋然性判断優先

◈ 原発の安全性判断と差止の必要性は？

➡ 差止は危険軽減に有効と判断

◈ 国益に対する判断は？

➡ 社会的にも、国家戦略的にも影響の大きい

事案を仮処分で判断したことが適当か問われる31



大津地裁判決：法的・科学的根拠足りず
～益田純氏（元東京高裁判事、中大教授）の指摘～

◈ 仮処分での取り扱いは不適切
『 原発のように高度に科学的知見が必要で社会的
影響の大きい事案を仮処分で取り扱うべきでない。
仮処分の必要性の記述が少ない。』

◈ 判決は抽象的危惧だけで根拠不足
『 様々な立場の専門家が新規性基準を策定し、規制
委員会は時間をかけて審査した。地裁は、法的・科学
的根拠を示すべき。』 平成28年3月17日付け 日経朝刊より
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原発訴訟：今後の見通し等

◈ 地裁で原発停止！国の政策はどうなるか？

☞ 国家目標に沿った判断がなされる蓋然性高い

但し、国としての持続的政策とのコミットが必要

◈ 司法判断の安定化施策はあるか？

☞ 原発のリスクを立法レベルで規定

☞ 「人格権」の価値を定義し一定制約を正当化

☞ 原発利用が人格権を上回る社会的価値とする

☞ 原子力規制委員会の実績を積み上げる
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３．エネルギー問題の

論点と日本の選択
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2030年電源ベストミックス
原子力：20～22％ 再エネ；～24％

（Ｈ27年4月28日 経産省公表 エネルギー基本計画）

◆ 原発は「重要なベース電源」
⇒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
単なる数合わせでは日本の将来は見えない！
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地球温暖化ガス削減
～政府目標26％ (Ｈ27年4月30日発表）～

◆ 排出量確報値(ＣＯ₂換算、2015/４ 環境省）

1990年度 12.70億トン

2005年度 13.97億トン

2010年度 13.40億トン

2013年度 14.80億トン

◆ 2030年度政府目標
2013年度比 ２６％削減(10.95億トン）

（＝1990年度比 18.0％削減）

◆ 基準年（各国の都合で決まる）
欧州：1990年 ⇒ 前年に東西冷戦終結

米国：2005年 ⇒ シェール革命が起こる前

日本：2013年 ⇒ 原発運転ゼロ
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日本のエネルギー選択の論点
～長期的に安価な持続的安定電源確保～

◆ エネルギー安全保障： 50年先の戦略構築
◆ 日本の特殊性：エネルギーネットワークのない

資源小国、超高齢化社会、省エネ社会構築
◆ エネルギー自給率： 現状の６％を大幅改善
◆ 地球環境対策：パリ協定は米国抜きでも推進
◆ 再生エネルギー： 実力見極め、ＦＩＴの在り方
◆ 火力： 化石燃料依存構造リスクの低減
◆ 原子力： 社会的受容性改善、新設推進基盤

の構築、再処理運用、高レベル廃棄物対策、
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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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EUの天然ガスパイプライン網



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 ～2032 16基

2020～2032 新興国合計（136基）

新興国の原発新設計画
(H25年5月20日付 日経）



まとめ～その１
～理性と見識で導かれる国を目指して～

◆ 原子力利活用継続に関する国論は分断

◆ 価値の多様化と政党乱立の中で、政治が

腹を括り強いリーダーシップを発揮せよ

◆ 市民はメディアリテラシー、リスクリテラシー

を涵養し社会的に更に自立せよ

◆ 理性と見識で導かれる市民社会を
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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

◆ 今日の原子力技術は60年余に亘る関係者

の努力の結晶（国家的財産）

◆ 資源小国の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

◆ 原発のリスク（炉心溶融）低減は可能

◆ 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



まとめ～その３
原子力発電の安全確保
～福島事故で日本が学んだこと～

◆ 現代社会に絶対安全はない

⇒ 過酷事故の不断のリスク低減努力

⇒ 国民に解りやすい安全目標が必要

⇒ 原発のリスク/便益の理解促進

◆ 炉心溶融は相当の確度で回避できる

⇒ 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
49



まとめ〰その４

人材と技術力で世界に飛躍
～日本の技術力で世界のニーズに応える～

◆ 人材と技術力で世界に貢献
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



本日のテーマに関心を持っていただき

誠に有難う御座いました。
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