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我が国の原子力発電の現状と今後
ー原子力に未来はあるか？ー



今日のお話

第1章 世界のエネルギー・原子力事情

第2章 日本の原子力発電の実情
（１）原子力発電とは？
（２）福島第一事故の原因と安全向上対策は？
（３）核燃料サイクルの実情は？

第3章 原子力の社会的信頼の獲得には？
（１）日本のエネルギー・原子力の危機
（２）原子力規制委員会の問題と改革
（３）電力業界の安全性向上活動

第4章 今後のエネルギーミックスと原子力



これまで人類が80～90％を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、21世紀後半には石炭、原子力、再生可能エネルギー
に頼るしかなく、需要とのギャップが大問題となってくる。

❓



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。



WEO：世界の発電量の推移と2040年までの予想

（注）この予測は再生可能エネルギー（特に太陽光と風力）の固定価格買取賦
課金負担、変動負荷調整能力、共食い現象などを適切に考慮していないこと、
シェールガスに期待しすぎていることなど、問題がある。
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世界で脱原子力はドイツなど数か国にすぎず、原子力を増やす
のが世界の潮流。IAEA(世界原子力機構）予測では2030年まで
に25～100％増加予測。100万kW級で年間5～20基増設。特に中
国・インドなど東アジア、中近東、東南アジア、ロシアなど東
欧で大きな伸びが予測されている。



今日のお話

第1章 世界のエネルギー・原子力事情

第2章 日本の原子力発電の実情
（１）原子力発電とは？
（２）核燃料サイクルの実情は？

第3章 原子力の社会的信頼の獲得には？
（１）日本のエネルギー・原子力の危機
（２）福島第一事故の原因と安全向上対策は？
（３）原子力規制委員会の問題と改革
（４）電力業界の安全性向上活動

第4章 今後のエネルギーミックス



核分裂によって発生するエネルギーは化石燃料の約3000万倍

（１）原子力発電とは？

高レベル廃棄物

エネルギー

再処理しMOXに



原子燃料の構造

9
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原子力発電所の内部（PWR）
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軽水炉の型式
ＰＷＲ(加圧水型）とＢＷＲ（沸騰水型）



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
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東電福島第一では何が起きたのか？

（2）東電福島第一の事故の原因と対策は？



2012年9月、原子力規制委員会・規制庁発足。
2013年7月、世界で最も厳しい水準の新規制基準を制定。
地震・津波の想定を厳しくし、竜巻、火山なども想定。非常
用電源・水源の多重性・多様性。テロ対策も想定。



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



原子力規制委員会の安全目標

• 炉心損傷頻度： 1/10, 000年 以下

(USA < 1/10, 000 y, France < 1/100,000y)

• 格納容器機能喪失頻度 (1テラ Bq以下), 

1/ 100,000年以下

• 100テラBq（福島第一事故の100分の一）を超える放射能放
出事故の頻度

1/1,000,000 年以下

(USA <1/100,000年, France <1/1,000,000年) 



福島の復興、事故収束、汚染水対策、廃炉作業も着々と進行



9基

12基：

審査未申請；17基
廃炉決定：17基

新規制審査は遅々として進まず、再稼働は5基、審査合格は9基、
一方、廃炉決定が増加傾向



通常の廃炉の工程と廃棄物



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



高レベル廃棄物地層処分

廃炉

（3）核燃料サイクルの実情は？

・核燃料サイクルはウランの有効利用と高レベル廃棄物減容・有害度低減
の観点から我が国の国策。
・再処理施設操業の遅れ、もんじゅの廃炉により、核燃料サイクルの見通
しが不透明になっている。

操業遅れ



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

《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



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。



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。
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日本の一次エネルギー供給量のうち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。

（１）日本のエネルギー・原子力の危機」



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。自給率は僅か％。

◆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。

◆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。

◆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。



◆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、電気料金値上げは2010年比、2014年家
庭向け25％、産業向け40％上昇。
◆福島事故後全原子力発電電停止。しかし、規制基準
適合性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9基、廃炉が17基。
今後もBWRの再稼働遅れ、廃炉の増加が予想。
◆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。



原子力は今や嫌われる存在か？

三菱総研:3万人にアンケート調査結果



（2）原子力規制委員会の問題点と安全性向上対策

1. 規制委員会は利害関係者や原子力専門家と良く意見交換をしなが
ら“中立性”を保つべきであるが、現状はその反対である。

2.規制委員会は電気事業者との意見交換、意思疎通により、事業者
が自主的に安全性向上を図るようにすべきであるが、現状は一方
的な規制要求（詳細な設備仕様）が強すぎる。

3.規制委員会の規制要求は確率的リスク評価（PRA)に基づくべきで
ある。PRAは世界の最新の知識と国際的な標準を反映したもの
であるべきである。

4.規制委員5人の合議制で審議しなければならないのに、現状は一

人の委員が他の委員を排除したやり方になっている。特に耐震性
評価における活断層判断は偏った専門家が法的根拠の無いやり方
で進められているのは改めるべきである.  

出典： :西脇由弘東工大教授 、原子力学会誌26年3月号

（原子力法制専門家西脇由弘元東工大教授によるH26年の提言）

孤立、独善、遅延、恣意的な規制委員会をどのように是正できるか？



（なぜ再稼働審査に時間がかかるのか？）

原子力御用学者4名の対談から（Ｈanada2017年11月号）

◆原子力規制委員会（以下規制委員会）はリスクを無視してお金
をかければ安全になると思い込んでいる。経産省試算では原発1
基当たり1200億円、米国は45億円。
◆申請書類の厚さは川内でA4判40万枚、キングファイルで高さ
60ｍ、その7割が耐震解析報告書。際限なくやらされている。
◆敦賀、東通、志賀の活断層問題では科学的・技解析術的に活
断層でないことが否定されているにも関わらず、「ないことを証明
しろ」と悪魔の証明を迫る。
◆想定外をなくすために想定を上げているだけ。世界は想定を超
えた場合にどうするか考えている。竜巻規制など特定の個所を強
化しても全体を俯瞰していないとかえって危機を招く恐れがある。
◆合格基準がないので、生殺与奪の権を握った暴君だ。



米国では1979年TMI事故以降SALP（Systematic Assessmeto
of Licensee Performance)を実施していたが、NEI(米国エネル
ギー協会）からNRC検査制度に関する批判・改善提案し、ROP
（Reactor Oversight Process)に移行した。

CBM;condition based maintenance, OLM:on line maintenance



米国における原子力規制改革の推移

出展：エネルギー総合工学研究所 季報エネルギー総合工学Vol29 No.2(2006. 7)

注）SALP：Systematic Assessment of Licensee Performance（設置者パフォーマンスの体系的評価）
ROP：Reactor Oversight Process（パフォーマンス指標や検査等一連の活動を再構築したもの）

注） 注）



IAEA(国際原子力機関）のIRRS(総合規制評価サービ
ス）の評価チームが2016年1月に来日

◆「規制委員会の人的資源、マネージメントシステ
ム、組織文化は初期段階にある」と手厳しい指摘。

◆規制委員会自らQMS(品質保証制度）を展開すべき
と勧告。規制委員会はこれらを受けて、原子力規制
を米国NRCのような随時立ち入りをベースにROPに移
行することとし、「検査制度の見直しに関する検討
チーム」を設け、制度の見直しの検討を進めた。

◆2017年4月の国会で原子炉等規制法が改正され、
2020年4月から施行される。



（3）電力会社も自主的に安全性向上活動必要

・電力会社は規制要求を満たすだけでなく、リスク情報の活用、
事業者間の切磋琢磨などにより、更なる安全性向上に尽力。
・産業界と規制機関との議論、地域住民・国民への情報公開。



今日のお話

第1章 世界のエネルギー・原子力事情

第2章 日本の原子力発電の実情
（１）原子力発電とは？
（２）核燃料サイクルの実情は？

第3章 原子力の社会的信頼の獲得には？
（１）日本のエネルギー・原子力の危機
（２）福島第一事故の原因と安全向上対策は？
（３）原子力規制委員会の問題と改革
（４）電力業界の安全性向上活動

第4章 今後のエネルギーミックス



「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

2018/1/19 43

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

近年は小規模油田、ガス田、炭鉱ばかり。
過去の確認埋蔵を消費。いよいよ資源減少
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



資源の中東依存リスクは石油、天然ガスが高く、石炭、ウラ
ンはゼロ



＜各電源の発電コスト比較を2011年に実施＞
原子力が事故リスクを考慮しても最も安く、次いで石炭、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。



48

変動再エネ導入の課題

発電量が天候により変動し、また稼働率は太陽光は平均
12％、風力は平均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。



電源のエネルギー収支比(Energy Profit Ratio)
（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、また発電
側から消費側に届けるまでにも
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。



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、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。

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。
◆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た。
◆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。



政府は2014年度エネルギー基本計画で、CO2の2013年比26％削減、原子
力依存度低減を目標とし、2030年のエネルギーミックスを次のように設定。
①まず徹底した省エネにより約17％需要を低減。
②再エネは震災前10年平均15％から22～24％に増加。
・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。
③原子力を震災前10年平均27％から20～22％に低減。
④火力発電を残りの56％。

中期：2030年代



・太陽光も風力も欧州に比べ発電コストは倍以上と高く、大幅コスト低減要。
・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

2030年：22～24％

2014年:12％

水力 ９％
その他 ３％



2030年原子力比率20～22％は再稼働だけでは不可能

20～22％



原子力の課題解決

◆原子力関係者をあげて、社会的信頼の獲得が最大の課題。その
為の施策は前出の通り、原子力規制委員会、事業者双方の大改革
が必要。

◆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。

◆新増設の為には政府による原発建設への債務保証や原発の電
力を固定価格で一定期間買い取る制度も必要。

◆六ヶ所再処理工場の本格操業、MOX燃料工場の操業開始。

◆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。



◆再エネはドイツの現状30％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年代に建設開始する新設（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、以上ABWR）の運転開始、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＋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（石炭ガス化コンバインドサイクル）の増設、IGCC+SOFC（固体
高分子燃料電池）の実現

◆予想エネルギーミックスは、原子力50％、再エネ30％、火力２０％

長期：2050年代

2050年CO2の2013年比80％削減目標はさらに困難
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火力発電は熱効率向上が至上課題

発
電
端
効
率

40

45

50

55

60

65

70

1990 1995 2000 2005 2010 2015

(LHV %)

75

2020年

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

（参考）
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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



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（現状の1000分の一以下）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。
◆予想エネルギーミックスは、原子力55％、再エネ35％、
火力10％



59

（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）（参考）



EPILOGUE

現在危機的状況にある日本の電力、特に原子力につい
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。

ご清聴有難うございました。


