
日本のエネルギー問題について
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南半球よりも北半球の方が輝いているのは、先進国は北半球に多くあるためであり、いかに多くのエネルギー
を利用しているか、この図から読み取れます。

１．世界のエネルギー利用の状況

世界の国々の中で、白く光り輝いているものは何でしょうか？中東地域の石油や天然ガスの炎のほかに、山
火事や焼畑の光、漁火などもありますが、この多くは電気の灯なのです。

宇宙からみた夜の地球
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3

化石燃料の
合計は85.2%



電源の構成は各国の資源量や政策等により異なる。

の約66%は化石燃料（石炭，天然ガス，石油） 原子力は約11%
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石炭 水力

天然ガス 原子力石炭

石炭 石油 天然ガス 原子力 水力

化石燃料が６６％

世界の電源
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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

で
世
界
の
３
分
の
１

日
本
は

世
界
の
４
％
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可採年数＝確認可採埋蔵量／年間生産量



東京大学生産技術研究所
金子祥三先生 講演資料

（平成28年4月５日、6月1日）より

欧州のエネルギーの状況
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欧州は50Hz、220V（一部230V）
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ヨーロッパは送電網が発達しており、
各国で電力の輸出入が行われて
いる。なかでもフランスは近隣諸国
へ多くの電力を輸出している。



ヨーロッパでは天然ガスのパイプ
ラインが大陸全体に整備されてお
り、ロシアや北海等の豊富な天然
ガスを全域にわたって使用可能
である。
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バイオ

水力

ドイツの再生可能エネルギー政策の実態
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バイオ

2015年12月26日午後3時 2015年4月15日午後1時

電力供給の7割が再生可能エネルギーから
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ドイツ
の状況



2000 2005 2010 2015

ドイツ
の状況 ドイツの電力料金の変遷
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44円/kWh



ドイツ
の状況 家庭用電気料金は日本の１．８倍！（2013）
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フランス家庭用
22円/kWh

日本 家庭用
25円/kWh

ドイツ家庭用
44円/kWh



２．日本のエネルギー政策と課題

化石燃料 92.4%
石油依存度 45.7%
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エネルギーの約４４％は電力に
変換されて消費されている
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電力化率



現在の火力発電依存度は過去最高！ 約60％⇒福島事故後90％！
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福島事故前約60％⇒現在約８０％！2011,2012年の火力発電依存度
は90％ 過去最高！
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年間一人あたり石油換算で約２８００リットル
（ドラム缶約１４本）のエネルギーを消費している
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・電力消費量の約２８％がエアコン･クーラーによる
・家電・照明他が約３５％で、増大している

・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



社会の発展には“3E＋S（安全）”の同時実現が必要

① エネルギー安定供給
Energy Security

③ 環境保全
Environment Protection

② 持続的経済発展
Economic Sustainable  Growth

④ 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 対環境性（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）

社会の発展とエネルギーに必要な４条件

● エネルギーミックス
● 電力自由化
● ＣＯ２ ２６％削減
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22出典； 資源エネ庁 日本のエネルギー２０１7

主要国の一次エネ
ルギー自給率

日本は34位(2015)

日本のエネルギー自給率は福島事故後激減
① エネルギー安定供給

Energy Security

日本のエネルギー自給率の近年の推移

福島事故前は
自給率20％
現在は8.4％



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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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

エネルギー白書2014年
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家庭用

産業用

② 持続的経済発展
Economic Sustainable  Growth

原子力利用ゼロにより毎年3.8兆円（国民一人当たり毎年3万円）
を海外に無駄に垂れ流し！



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，２０１５
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）

26

家庭用

産業用



国家百年の計で取り組むべきエネルギー政策

• 資源輸入国
– エネルギー源の9割以上が
輸入化石燃料

• 日本の電気料金
– 国際的に高水準

– 化石燃料の国際市場価格
依存と再エネ賦課金

• 国家百年の計で取り組む
べきエネルギー政策

– 国際水準の経済力維持、
強化

– ぜい弱な供給構造の改善
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資源エネ庁HP2017年7月

トップレベルの化石燃料依存率

産業用は世界一、家庭用はドイツに次ぐ料金
産業用 家庭用
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地球温暖化問題に関する取り組み
③ 環境保全

Environment Protection

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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石炭

天然ガス

石油

再生可能

原子力

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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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４０箇所以上

世界最大規模で
あるが、貯水量
が少ないため発
電量は少ない

九州には
天山(佐賀県）
６０万ｋＷ 1986
小丸川（宮崎）
１２０万ｋＷ 2007
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・日本の導入量は年々伸びており、世界の約１４％
・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は京セラ、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：三菱重工業
331基、32万ｋＷ

世界の電源構成で再生可能エ
ネルギーの設備割合は約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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現状の３～１０倍を設置しなければ達成できない



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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九州電力における太陽光発電の供給と対応の状況（例）
ｏ春・秋などの電力需要が低い時期には、太陽光出力が大きい昼間に、供給力が
電力需要を上回る状況が発生します。太陽光発電の出力の増減に対しては、火力
発電所の出力調整や揚水発電所の活用により対応しています。

ｏH30.4.29(日)には、太陽光発電の出力が電力需要の８割程度を占め、揚水発電所を
全台揚水運転するとともに、火力発電所の出力を下げて対応しました。
太陽光発電の更なる出力増等への対応可能量は13時の時点では、わずか(80万kW
程度)しかなく、厳しい需給状況でした。

o 豊水となった場合の水力

発電の出力増(+30万kW程度)

o 大雨による揚水運転の停止

(+120万kW程度)

火力発電所の抑制可能量

(80万kW)を超過する可能性

[H30.4.29(日)電力需給実績]

新大分 各系列 1軸運転

1軸

2軸

1軸

2軸

並列指令（2時間前）
▼

並列
▼

並列指令（2時間前）
▼

並列
▼

並列指令（2時間前）
▼

並列
▼

並列指令（2時間前）
▼

並列
▼

15分 15分 15分 15分

o コンバインドＬＮＧ火力を、15分間隔で複数台
並列

o 火力発電所の起動時間の短いコンバインド
LNG火力で対応
(通常火力：10時間以上)
(コンバインドLNG火力：２時間程度)
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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

３．原子力発電について
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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
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東京電力福島第一原子力発電所

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 )

（事故以前の同発電所パンフレットより）



北 東 (太平洋 ) 西 (内陸側 )
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発電所敷地南側

からの津波写真

排気塔
高さ 約１００ｍ

43



① ②

③ ④

重油タンク 高さ 約１５
ｍ

敷地高 ５ｍ
水タンク高さ 約１５ｍ

44

防波堤の損傷

５号機の近傍(南側）から
太平洋側を撮影
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Date ：2011/3/11 15:42 Date ：2011/3/11 15:43

Date ：2011/3/11 15:43 Date ：2011/3/11 15:44

① ②

③ ④

敷地高さ １０
ｍ
燃料タンク高さ ５ｍ

廃棄物処理建屋(４階)から
北側を撮影



青色部分：津波で水没したエリア

高さ1０ｍの主要敷地への浸水深さ約５ｍ

Fukushima 

Daiichi

GeoEye C

1号機 ２号機 ３号機４号機５号機 ６号機

東 (太平洋 )
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2011年3月 に東京電力福島第1原子力発電所事故発生

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
48

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？

安全向上への取り組み
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耐震性と耐津波の更なる強化

九電川内1，2号機の評価
１．発電所の地下には活断層は無いことを確認
２．基準地震動
当初：敷地に特定の鹿児島県北西部地震（1997年）から540ガル
今回：北海道留萌庁南部地震（2004年）を考慮し、620ガルに変更
３．津波高さ
当初：発電所周辺の活断層での地震による津波：4ｍ
今回：沖縄海溝におけるプレート間地震による津波：5ｍに変更

教訓1

50

• 活断層ではない岩盤上にSクラスの建築物.を設置

• 後期更新世（12～13万年前）以降に活動した事が否定出来ない
断層は活断層。要すれば中期更新世（40万年前）迄遡って評価

• 想定される最大規模の地震を“基準地震動”とする

• 過去に記録のある最大の津波高さを超える“設計基準津波”を
想定し対策



玄海発電所の水密扉

北海道大学奈良林直教授、H26年10月24日講演資料から
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川内原子力発電所の津波対策の状況

〇津波防水対策海水ポンプエリア防水対策工事

防護壁

津波高さ：約4m⇒約5m
海水ポンプエリア高さ：約5m
防護壁：約15ｍ
防護堤：約8m
貯留せき：引き波対策

九州電力ホームページより
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〇竜巻対策：復水タンク･燃料取替用水タンクエリアの防護対策

川内原子力発電所の竜巻対策の状況

九州電力ホームページより
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川内原子力発電所の火山噴火対策

54



テロリストによる航空機落下事故時対策

New Regulatory Requirements for Light-Water Nuclear Power Plants(Nov.2013 NRA)

5年以内に設置

原子炉から１００m離れた場所に原子炉遠隔停止・冷却機能を有
する建屋（特定重大事故等対処施設）
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全電源喪失時の安全強化対策の考え方

別置きポンプ、可搬式ディーゼ
ルポンプ車の配置

淡水注入、海水注入ラインの設
置

移動式大容量発電機車（空冷
ディーゼル、ガスタービン）、非常
用蓄電池、

別置きポンプ、可搬式ディーゼルポンプ車の配置

非常用ディーゼル
発電機２機
安全系蓄電池

ディーゼル発電機冷却用可搬式
海水ポンプ車、海水ポンプ・モー
ター予備

水素燃焼装置設置

目的：炉心溶融・格納容器漏洩防止

教訓２
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格納容器機能強化、緊急時代替対策所

北海道大学奈良林直教授、H26年10月24日講演資料から

格納容器水素再結合装置 格納容器からの放射能低減スプレイ

緊急時代替対策所
57



玄海発電所の非常用炉心注入ポンプ

常設電動注入ポンプ
可搬式ディーゼルポンプ

移動式大容量ポンプ

北海道大学奈良林直教授、H26年10月24日講演資料から
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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。

教訓３，４



新規制基準による安全強化対策設備の全体図
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九州電力
玄海原子力発電所
まで約75ｋｍ

九州電力
川内原子力発電所
まで約140ｋｍ

四国電力
伊方原子力発電所
まで約180ｋｍ

九州・四国の原子力発電所 大牟田市からの距離

30ｋｍ
圏内

大牟田市



新基準適合性審査 ２６基
稼働済 ： ９基
許可済 ： ５基
審査中： １２基

未申請 ： １２基
廃炉 ： １６基

現在川内１，２号，玄海3，4号，伊
方3号，高浜３，４号，大飯３，4号
の９基が運転している

（２０１８年８月現在)

東日本大震災以降の原子力発電の状況

2013年9月以来約2年間、原子力発電はゼロ
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福島事故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
原子力
利用

Anti
脱原子力

・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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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

原子力発電について（放射線と放射能）



65

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

66

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(ミリシーベルト）
が同じなら
内部被ばくと
外部被ばくの
影響に差はない

67

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
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自然放射線の1,700年分を
一度に受けたときに相当

ガンによる死亡率(約30％)が約0.5％
増加する(30.15％)と推定されている

自然放射線の42年分を
一度に受けたときに相当



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

69

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。
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４．原子発電の廃棄物（放射性廃棄物）
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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



75

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

使用済燃料を直接
に地層処分する
方針の国もある
(フィンランド,
スウエーデン）
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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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産業廃棄物に比較して量は極めて少ない
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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



⚫「科学的特性マップ」は、地層

処分を行う場所を選ぶ際にどの
ような科学的特性を考慮する必
要があるのか、それらは日本全
国にどのように分布しているか、
といったことを大まかに俯瞰でき
るよう、マップの形で示すもので
す。
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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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工藤和彦 自己紹介
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
昭和46年 九州大学大学院 生産機械工学専攻 博士課程修了
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
昭和62年 同 教 授
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
(社)日本原子力学会 教育委員会初等中等教育小委員会主査
（社）原子力安全推進協会 評議員
(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）

(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）
(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

略
歴
教
育
・
研
究

主
な
社
会
活
動

著
書
等

受
賞
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