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社会の発展とエネルギーに必要な4条件
“3E＋S”の同時実現

エネルギー安定供給
Energy Security

環境保全
Environment Protection

持続的経済発展
Economic Sustainable  Growth

安全
Safety

《基幹エネルギーに必要な４条件》
１．量と質 （必要な質の電力を必要な量、必要なときに確保できること）
２．経済性 （ライフサイクルコスト）が良いこと
３．環境影響 （大気･水質汚染防止、地球温暖化対策など）
４．安全性 （事故リスクの極小化、国民の健康を脅かさない）

● エネルギーミックス
● 電力自由化
● ＣＯ２ ２６％削減
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エネルギー問題を考える視点



化石燃料の
合計は85.6%
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先進国における代替エネルギー(原子力）の
利用により、石油消費の増加傾向は

緩やかになっている

１．世界のエネルギーの状況
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確認埋蔵量：90％以上の確率で採掘可能
推定埋蔵量：50％以上の確率で採掘可能
予想埋蔵量：10％以上の確率で採掘可能

確認埋蔵量：90％以上の確率で採掘可能
推定埋蔵量：50％以上の確率で採掘可能
予想埋蔵量：10％以上の確率で採掘可能

今後利用可能と考えられている化石燃料
シェールガス、シェールオイル、オイルサンド など
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エネルギーを考える４つの視点（順位付けの問題）
安定供給、経済性、環境影響、安全 （３Ｅ+Ｓ）

日本はエネルギー資源の約９０％を輸入に頼り、
エネルギー供給構造が脆弱（原油の80％以上は中東から）
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世界の平均気温は１００年間あたり
約０．７１℃の割合で上昇している

日本の平均気温は１００年間あたり
約１．１６℃の割合で上昇している

２．エネルギー利用と環境への影響
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CO2などの濃度が高まると

赤外線が宇宙に逃げなく
なり、地表温度の上昇に

つながる
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中国、インドにおける増加が大きい

日本は世界人口の約２％で、一次エネ
ルギーの３％、ＣＯ２の3.7％を出している

イ
ン
ド
・
中
国

世
界
の
３
分
の
１
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パリ協定は京都議定書に代わる新しい気候変動対策の枠組み
１． すべての国が自主的に目標や行動計画を策定する
２． ５年ごとに見直して、新しい計画を提出する
３． ２℃目標を目指し、さらに１．５℃を目指して努力する



COP21パリ協定（2015.12）
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３．日本のエネルギーの課題

化石燃料 92.4%
石油依存度 45.7％
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中近東からの原油輸送に大きなリスク

戦争

海賊

わが国の原油の約90％は中東から大型タンカーで輸送

石油備蓄(H24年10月現在）：196日分

国家備蓄106日分＋民間備蓄90日分

中国

エネルギー安定供給
Energy Security
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我が国のエネルギー自給率は６％ 福島事故後激減

OECD34か国中33位
福島事故前は
自給率20％

エネルギー白書2014年 15



原子力発電の停止に伴う電気料金の上昇

一般家庭：１．２倍

産業向：１．３倍

北電は、更に１７％（家庭向）、２２％（産業向）の
追加値上げを申請中、九電、関電も追従？

エネルギー白書2014年

日本の電力料金は産業用は世界一高く、家庭用もドイツに次いで高くなった！
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震災発生以降、原子力発電所の
停止に伴う火力発電の焚き増し
や再生可能エネルギーエネル
ギー賦課金等により，家庭向けの
電気料金は約２５％，産業向けの
電気料金は約３９％上昇
（2010年度比）

他方、２０１４年後半以降の大幅
な原油価格の下落等により，２０１
５年度は１年前の２０１４年度と比
較して、家庭向けの電気料金の
平均単価は約５％，産業向け電
気料金の平均単価は約６％低下
（2010年度比）
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一次エネルギーの４４％は電力に
変換されて消費されている

→ 電力化率
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火力発電依存度

約90％！
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約60％

2014年過去最高！



合計約１４．２本 2840ℓ
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・電力使用量は2010年まで増加し、2011年から漸減
・電力の約３６％がエアコン･クーラーと冷蔵庫による
・家電製品の大型化、台数増加によって、
省エネ効果が打ち消されている



現在は
火力で供給
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各種電源の特長を生かしながら
バランスよく運用することが重要

日本の揚水発電
所は約３０箇所

九州には
天山(佐賀県）
６０万ｋＷ 1986
小丸川（宮崎）
１２０万ｋＷ 2007

（2011年まで）



石炭

天然ガス

石油

再生可能

原子力

原子力再生可能

石油

天然ガス

石炭

日本のエネルギーミックスの方針 (エネルギー基本計画2016年4月）
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で
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世界の風力発電導入量 36,960万kW
太陽光発電導入量の２倍強

・ 日本の導入量は年々伸びており、世界の約１３％
・ 日本の電源構成の約１０％、発電電力量は約２％
・設備利用率は太陽光は約１３％ 風力は約２０％
火力等の設備利用率は７０％以上
・太陽光パネルメーカーの世界１０位のうち中国が７社
日本のトップの京セラは世界で１０位

100%国産のパネルメーカー
京セラ、三菱電機、長州産業、
ソーラーフロンティア （ほぼすべて国内向け）

東日本大震災
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約2000基、250万ｋW

日本のメーカー：三菱
331基、32万ｋＷ

世界の電源構成で再生可能エネルギーの割合は約２０％
しかし、電力供給量の約２％にすぎない

日本の導入量は年々伸びて
いるが、１９位 世界の約１％
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で
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ダブル発電：エネファームと呼ばれる設備を導入し、太陽光発電
システムとともにガスのエネルギーも併用して発電するシステム
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新基準適合性審査 （２０１７年３月３１日現在)

稼働中 ： ５基 (停止中２基）
許可済 ： ５基
審査中 ：1６基

現在川内１，２号、伊方３号が
営業運転している
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３．原子力発電の基礎
東日本大震災以降約2年間、原子力発電はゼロ

（２０１７年１月２１日現在)
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原発の運転差し止めの仮処分をめぐって
地裁の判断が分かれている。

九州電力川内原発については、2015年４月に鹿児島地裁が、2016年４
月に福岡高裁宮崎支部がいずれも運転差し止めの申し立てを退けた。

関西電力高浜原発３、４号機（福井県高浜町）に対する関西電力高浜
原発に対し、福井地裁が2015年４月、大津地裁が2016年３月と同７月
にそれぞれ運転を差し止める仮処分をくだし、運転が停止された。
2017年3月大阪高裁は差し止めの申し立てを却下し、原発の運転を容
認する司法判断が示された。

2016年８月に再稼働した四国電力伊方原子力発電所３号機（愛媛県伊
方町）をめぐり、広島市の住民らが運転差し止めを求めた仮処分申請
で、広島地裁（吉岡茂之裁判長）は30日、住民側の申し立てを却下す
る決定をした。伊方原発については、松山地裁や大分地裁、山口地裁
岩国支部にも住民が運転差し止めの仮処分を申し立てており、広島地
裁決定が最初の判断。



九州電力(株）
川内原子力発電所
(鹿児島県薩摩川内市）

宮崎市から
約120ｋｍ

宮崎市から
約230ｋｍ

九州電力(株）
玄海原子力発電所
(佐賀県玄海町）
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Terra_Kyushu_20091028.jpg
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火力はボイラーで

化石燃料を燃やして
蒸気を作り、タービン
を回して発電している

原子力は原子炉で

ウラン燃料を核分裂さ
せて、その熱で蒸気を
作り、タービンを回して

発電している

原子炉を通った水と、
冷却水(海水)は別の
系統になっている
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原子炉の中で発生した高温高圧（約16MPa,320℃）
の水を蒸気発生器に送り、そこで別の系統の水を
蒸気に変えてタービンに送る

原子炉を通った水と、
冷却水(海水)は別の
系統になっている



沸騰水型炉では原子
炉の中で冷却水を沸
騰させ、発生した蒸気
をタービンに送る

原子炉を通った水と、
冷却水(海水)は別の
系統になっている

36



3層の深層防護（多重防護）

安全設計の3原則

－福島第一原子力発電所事故の前までの安全確保の考え方－

37

５．原子力利用と安全
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福島第一原子力発電所では、東日本大震災の地震により発生した津波によ
り電源が失われ、原子炉の非常用炉心冷却装置での冷却ができなくなった。

炉心の燃料が溶融（メルトダウン）し、放射性物質が放出された。



東京電力福島第一原子力発電所
（事故以前）

1号機2号機
3号機

4号機

６号機

気体廃棄物排気塔

5号機
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北

東 (太平洋 )



2011年3月11日に事故が発生

東日本大震災に被災した原子力発電所は４ヵ所
（東海第２、福島第２、福島第１、女川）

合計１４基、うち１０基は安全に停止、炉心冷却できた
40

１～３号機で炉心溶融が起き，4号機も水素爆発で損傷した



教訓1．自然災害（今回の津波のような）が、多重に設けた安全
設備を一切合財破壊する可能性があると予見してなかった

教訓２．日本の電源信頼性は高いので長時間の全電源喪失は
考えなくても良いとしていたこと

教訓３． 過酷事故対策を規制対象とせず、事業者自主判断とし
たこと

教訓４． 規制行政の積年の問題を先送りとしたこと
・推進/規制が同居、原子力安全・保安院/原子力安全委員会の2重体制
・原子炉安全、放射能安全、食品安全等縦割り行政
・専門性と独立性の欠如
・設計指針の柔軟な改正の怠慢

これまでの原子力安全は何が問題だったのか？

教訓と安全対策
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福島第一原子力発電所では、東日本大震
災の地震により発生した津波により電源が
失われ、原子炉の冷却ができなくなった。
燃料が損傷して放射性物質が放出され、
福島県の広い地域が汚染された。



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
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http://www.kyuden.co.jp/torikumi_nuclear_movie03.html
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放射能は放射線を
出す能力のこと

放射性物質は放射
能をもつ物質のこと

シーベルト(Ｓｖ）

は放射線が人体
に与える影響

(被ばく量)を表す
単位

６．放射能と放射線
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放射線はそれぞれ物質を透過
する能力が異なるので、

放射線の種類に合わせた物質で
放射線をさえぎることができる



日常生活と放射線
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私たちは日常生活で自然放射線
(世界の年間平均２．４ミリシーベルト）

を受けている

医療ではレントゲン写
真やＣＴスキャンなど、
人工的に作り出した
放射線を受ける

放射線を受ける量が
同じであれば、自然放
射線も人工放射線も

影響は同じ



内
部
被
ば
く

外
部
被
ば
く

線量が同じなら
内部被ばくと
外部被ばくの
影響に差はない

47

自然放射線は、
宇宙から地球に
降り注いだり、地
球上の岩石・食物
から出ている
大気中のラドンの
吸入による内部
被ばくもある



6-9
出典：旧科学技術庁パンフレット

●体内の放射性物質の量

●食物中のカリウム40の放射能量（日本）

カリウム40 4,000ベクレル

炭素14 2,500ベクレル

ルビジウム87 500ベクレル

鉛210・ポロニウム210 20ベクレル

食パン 30 米 30

ほうれん草 200 魚 100 牛肉 100生わかめ 200

干ししいたけ 700 ポテトチップ 400干しこんぶ 2,000

牛乳 50 ビール 10

（体重60kgの日本人の場合）

（単位：ベクレル／㎏）

体内、食物中の自然放射性物質
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体内には常に約７０００ベクレルの
放射性物質がある。

摂取と排泄がバランスし、蓄積す
ることはない。

体内の放射性物質から

年間約０．２９ミリシーベル
トの放射線を受けている。



７．原子力の利用後(廃棄物の処理･処分)
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使用済燃料から放
射性物質を分離し
て、ガラス固化体に
して高レベル放射
性廃棄物ができる
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ドラム缶に入れられた
低レベル放射性廃棄物
は、コンクリート層やベ
ントナイトなどの障壁で
閉じ込められて管理さ

れている
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高レベル廃棄
物貯蔵庫には
収納管があり、
自然空冷で冷
却されている
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高レベル廃棄物は、

３００メートル以上の深
さに埋設（地層処分）さ
れ、最終的には処分ト
ンネルそのものも埋め

戻される。
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高レベル放射性廃棄物の処分地選定は
３段階のプロセスで行われる
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終わり

ご清聴ありがとうございました
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昭和19年生 熊本県出身
昭和41年 九州大学工学部 生産機械工学科卒業
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昭和46年 長崎大学工学部 機械工学科 講師
昭和48年 九州大学工学部 応用原子核工学科 講師
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平成11年 九州大学大学院 工学研究院エネルギー量子工学部門 教授
平成19年 九州大学 定年退職 名誉教授
平成19年 九州大学 高等教育開発推進センター 特任教授
平成23年 九州大学 東アジア環境研究機構 特任教授
平成26年 同 定年退職

文部科学省 原子力人材育成プログラム審査委員会 委員長
山口県原子力安全顧問会議 委員
(一社)日本原子力学会 原子力教育委員会 初等中等教育小委員会 主査
（一社）原子力安全推進協会 評議員
(一社)九州経済連合会 九州エネルギー問題懇話会 顧問
佐賀県環境放射能技術会議 委員 （平成18年から平成26年まで）

〃 原子力安全専門部会 部会長 （平成28年から29年まで)
（一社)原子力産業協会 理事 （平成21年から平成23年まで）
内閣府原子力安全委員会 原子炉安全専門審査会委員 （平成11年から平成18年まで）

〃 〃 会長 （平成18年から平成22年まで）
〃 原子力緊急事態応急対策調査委員（平成11年から平成22年まで）

経済産業省資源エネルギー庁 原子力発電技術顧問会委員 （昭和54年から平成11年まで）
文部科学省 原子力安全情報通報等調査委員会 委員 （平成18年から平成23年まで）

文部科学省 技術士試験委員会委員（原子力・放射線部門） （平成18年から平成23年まで）
(一社)日本原子力学会 副会長 （平成20年6月から平成22年6月まで） など

「原子力がひらく世紀」 原子力学会（1998、2004改訂、2011改訂 共著）
「ミクロ科学とエネルギー」 コロナ社（2000 共著）
「原子力・量子・核融合事典」 丸善（2014 共著） ほか
発表論文 約150件 講演発表 約250件

平成11年 3月 (社)日本原子力学会貢献賞 平成22年11月 (社)日本機械学会動力エネルギーシステム部門貢献表彰

平成20年12月 内閣府原子力安全委員会感謝状 平成25年 3月 (社)日本原子力学会貢献賞
平成21年10月 経済産業省原子力安全功労賞 平成27年11月 (社)日本機械学会動力エネルギーシステム部門社会業績賞
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