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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を開催。

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。

我々のミッション
日本が理性と見識で導かれる一流国であることを願い

将来その役割を担う若者との対話を最重視！
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～ プロローグ：本日の命題 ～
世界規模でのエネルギー/環境情勢の
変動・変革期で国の将来を考える

👉 世界は協調から自国第一主義の時代へ！

👉 東電原発事故でエネルギー戦略は漂流！

👉 政治は腹を括らず原子力から逃避姿勢！

👉 メディアは感覚論で国民を思考停止に ！

👉 再エネへの根拠なき期待と限界論が交錯！

👉 エネルギー安全保障は原子力主軸で！

原子力は正念場！ 正常化への歯車を

回す有効な打ち手はあるか？
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本日の内容

１．エネルギー安全保障と原子力

２．原子力信頼回復の道筋

３．次世代炉動向と小型炉の可能性
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１．エネルギー安全保障と原子力

ある名古屋の小学校で『電気はどこから来る？』

との質問に『電気は〇〇から来ます』と！！！！

❐ エネルギーの要件
❐ 数字で見る日本のエネルギー事情
❐ ２０４０年、世界のエネルギー情勢
❐ 世界発政経リスクと原子力の役割
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エネルギー安全保障の要諦
リスクに先手を打ち国益を守るための保険

◎憂い有りて備えあり ✖備えありて憂いなし
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数値が語る日本のエネルギー事情
～エネルギー供給構造の脆弱性～

❑ 8% ⇦2016年自給率 （2018/7/3 エネルギー基本計画）

❐ 15% ⇦自給率を知っている率 （2017京大・秋津先生）

❐ 400万バレル/日⇦石油消費量/日（2018 British

Pet. Statistical Review） ➨ 約6億４千リットル/日

❐ 63,745百万US＄/年 ⇦ 年間石油輸入額

（2018/7/26国連UNCTAD ) ➡ 年間約7兆円 ＠110円/US＄

❐ １２、０００Km ⇦カタールから東京湾への

輸送に片道13日間、随所にチョークポイント

❐ １０、５６０Kwh ⇦２０１６年度総発電量 （エネ庁HP）

火力：８4% 原子力：２% 再エネ：14%
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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～

◆ 審査パスしても国民の6割が再稼働NO!

◆ 依然として約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（燃料費増額：H24年３．４兆円、

H26年は３．６兆円。原発分を補うため。 エネ庁HPより）

◆ 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より）

◆ 再エネ賦課金は年々上昇（2016年度約1兆８千億円、2030年度

には再エネ２４％で賦課金は3.7兆円～４兆円で収まるだろう。

「再エネのコストを考える」 エネ庁HP、２０１７年９月１４日付より）
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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）



人口減少と人口オーナス（ONUS)
国のマクロ経済・社会制度への影響
出典：「みずほインサイト」 みずほ総合研究所 2017年5月31日付

❐労働力人口：15歳以上の実際の就労者

6,648万人（2017年）➨4,000万人弱（2065年推計）

❐就労率2016年：65～69歳42.8％、70歳以上13.7％

❐オーナスとは「重荷・負担」の意。国の経済では、

稼ぐ人（プロフィットセンター）が減り、お金が掛かる

人（コストセンター）が増える。

社会保障費が重い負担となり、消費や貯蓄、

投資が減少し経済停滞のリスク大。国力衰退。

エネルギーも含めた低コスト社会の構築
（第5次エネルギー基本計画で言及：2018/7/3閣議決定）12



世界の人口動態推計
（国連：「世界の人口予測2017年版」 2017年6月21日付）

❐2016年、世界人口は約76億人

❐2016年の世界人口増加は8300万人/年
（出生：1憶4千万人、死亡：5700万人 「WHOファクトシート」2018年5月24日付）

❐2020年に86億人、2050年に98億人と予測

❐2024年にインドが中国を抜き人口世界一
（2015年平均年齢 インド:27歳 ブラジル：30歳 中国：36歳 日本：46歳）

❐人口増は途上国・最貧国に集中

❐貧困・教育・ジェンダー・格差問題が直撃

❐14億人以上が電気の恩恵を知らない

食料・医療・エネルギーの争奪戦激化



国際エネルギー機関（IEA)の２０４０年展望
「WEO２０１６」 ２０１６年１１月１６日発表

WEO: World Energy Outlook
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国際エネルギー機関（IEA)２０４０年展望
WEO２０１６のポイント

❐電力供給技術：多様化・脱炭素化が加速
◎ ２０４０年までに世界電力の約半分が低炭素技術

◎ ２０１４年：２０兆５千億KWｈ ➨２０４０年：３４兆２５００憶KWｈ

石炭 41% ➨ ２８% OECD諸国での減少顕著

再エネ ２２% ➨ 36% 2030年頃に首位電源に

（16%） （16%） （内、水力）

原子力 11%    ➨ 12%   安定的に推移

❐原子力発電標準シナリオ
◎ 2014年4億KW（約420基） ➨ 2040年6憶KW（約630基）

◎ 約１．５憶KWが閉鎖、約３．５憶KWが新規建設
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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・76億人（2017/１１ 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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世界発の政治経済リスク
～世界はリスク満杯、その緊張感と震撼を日本は知らない！～

❐ 世界秩序：協調の時代の「終りの始まり」

❐ 米国政治の予見不透明、英・独・仏の政治

流動化/イタリア・ギリシャ等国家財政リスク

❐ 欧州とロシアの対立先鋭化

❐ 中東の不安定化（サウジ、シリア、イラン）

❐ 油田の生産減少（２０４０年に１/３に）と綻びる

エネルギー資源のサプライチェーン

❐ 増える国境・領有権紛争による地政学的不安定

➡ エネルギー安全保障の強化施策

➡ 原子力の重要性の再認識 17



２．原子力信頼回復の道筋

❐東電福島原発事故が齎したもの

❐信頼喪失の構造と社会的受容性
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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

政府/メデイアは思考停止症候群に

反原発機運、エネルギー危機が定着

２０１１．3.11 日本を襲った災害、原発事故
～パニックの実態と事実の検証～
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・・・・・・あれから7年半

◇ 環境修復： 計画除染は完了（福島県内36市町村全域で

実質年間被曝1ミリSv未満達成。除染廃棄物処理等課題あり）

◇ 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 （H29年4月、帰還困難区域

以外で避難指示解除。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

-原発：安全強化で炉心溶融リスクは極小化

-電力供給： 82%火力発電、再エネ16％

-原子力発電：再稼働始まるも進展遅々 2%

（2016年度 総発電量 10,506憶KWｈ エネ庁・総合エネルギー統計）

20



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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原子力は何故日本で問題か？
～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）：
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

☑ 日本人固有のセンチメント改質は難行！
☑ その国の民度以上の政治やメデイアは

生まれない！
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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

原子力政策の正常化無し 23



３．次世代炉開発動向と

小型炉の可能性

❐ 世界の次世代炉開発動向

❐ 小型炉の可能性（期待と課題）

（小型炉はゲームチェンジャーになれるか？）

24



既存炉～次世代炉へのロードマップ
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原子炉の進化と次世代炉の概念

❐第1世代炉（稼働期：1950頃～1975頃）

👉 黎明期モデル、試験炉/商業炉として開発

❐第2世代炉（稼働期：1970頃～？？？）

👉 現行の軽水炉等、日本では順次廃炉に

👉 米国では80年間稼働を目指し現役で活躍中

❐第3世代炉（稼働期：2000頃～？？？）

👉 最新鋭のモデルで順次商業運転へ
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次世代炉の概念（その２）

❐第3世代+炉（稼働期：2030頃～？？？）

👉 第3世代の安全系をパッシブ化した先進炉

👉 小型モジュール炉（SMR)もＧＥＮⅢ+

❐第4世代炉（稼働期：2030年頃～？？？）

👉 第4世代原子力システム国際フォーラム

（ＧＩＦ）で開発が進められているモデル

👉 2030年ごろに基幹エネルギーを担うと期待

次世代炉： 第3世代+ 並びに第4世代の総称
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世界の次世代炉技術開発動向
出典：「革新的原子炉の研究開発動向に関する調査」

（2018年2月、ＪＡＥＡ（＊）/経済産業省）

❐次世代原子炉開発の網羅的・体系的調査

❐31ヶ国、5国際機関、産業界32炉モデルの調査

❐原発保有国の殆ど次世代炉開発に参画

❐国情の違いにより開発目論見、焦点は異なる

＜開発目標：世界各国共通の狙い＞

👉 より高度の安全性確立（事故時安全性）

👉 良好な経済性の獲得（初期投資、回収性）

👉 持続可能性（省資源性、廃棄物の最小化）、

戦略的柔軟性、核拡散抵抗性の改革
（＊）JAEA 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
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次世代炉に注ぐ各国の情熱と挑戦

❐鉄は国家なり ➡ エネルギーが国の生命線
❐エネルギー資源争奪が戦争を招いたとの教訓
❐エネルギー需要急増による効率化志向

❐新興国 ：原子力への熱い眼差し
❐先進国 ：原子力の普遍的価値への確信
❐革新的技術分野でリーダーシップ発揮
❐国益確保のためのイノベーション

各国の思惑とアイデンティティが交錯
～ 日本は資源小国・技術立国・経済大国

としての次世代炉戦略が求められている ～
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近年の日本の原子力政策
（2011年3月11日：東電福島原発事故）以前

❐2005年10月閣議決定 『原子力政策大綱』

-2030以降も発電量の～40%程度は原子力で

-核燃料サイクルを着実に推進

❐2006年8月策定 『原子力立国計画』

-原子力政策大綱の実施方策を提示

❐2010年6月閣議決定『エネルギー基本計画』

-2030年、エネルギー自給率は18%➨約40％

-2030年、原子力で53%・再エネで21%を賄う
30



日本の次世代炉開発研究の取り組み

❐～2011年：（利用率約80%・総発電量の約3割）

2030頃の建て替え・新設、2050年頃のサイ

クル確立を視野に官・民で開発研究を展開

❐2011年～；（一部研究活動は失速状態に）

❐2016年：もんじゅ廃炉/高速炉開発会議発足。

戦略ロードマップの策定と実用炉研究開始

❐2018年：（第5次エネルギー基本計画を受けた国際展開）

官民共同で次世代炉開発へ着手すべく、

年度内に「協議体」設立へ。（2018年7月11日）
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漂流する日本のエネルギー戦略
目標設定と持続的努力が問われる
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米国エネルギー省の原子力戦略

❐2018年 原発の現状：
👉99基がベースロード運転、総発電量の約20%を。
👉86基が60年運転手続き完了。今後は80年挑戦へ。

❐エネルギー事情全般とDOEの戦略：
👉エネルギー価格の低下、電力需要低迷で原発新設は停滞。

👉老朽火力のリプレース用として小型モジュール炉（SMR)を

想定し、商業化加速の為の許認可技術支援プログラム
（LTS)を展開。事業者にニーズは下降気味。

👉現行の軽水炉に替わる炉型戦略としてはGEN-ⅣのSFRと

HTGRを想定。当面は基礎研究で、実用化開発はしない。

❏次世代炉開発資金の分担基本原則
👉 プロトタイプ：国80%民20% 実証炉：国・民50%
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英・仏の原子力戦略

❐英国の原子力政策

👉2011年政府声明：新規建設方針を堅持

『英国の反映は原子力無くしては困難！』

👉東電福島事故後に方針再確認済み

👉次世代炉：独自開発はせず米国をフォロー

❐仏国の原子力政策

👉2015年エネルギー転換法で原子力は50%に

👉順次GENⅢに置き換え、2040頃よりGENⅣの

高速炉に置換。ウランの再処理利用を継続。
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第4世代原子力システムに関する
国際フォーラム（ＧＩＦ）： 経緯と活動

❐1999年、米国はGeneration Ⅳの概念とその研究・

開発に関するフォーラムの構築を提唱

❐2001にGIF憲章が作成され、2005に日本も締約国に

❐現在、13ヶ国及び１国際機関が憲章に署名（＊）

❐2002に研究・開発課題として原子力システム6件

が選定され研究計画書が作成された。

① ガス冷却高速炉（GFR) ② 鉛冷却高速炉（LFR)

③ 溶融塩炉（MSR) ➃ Na冷却高速炉（SFR)

⑤ 超臨界水冷却炉（SCWR) ⑥ 超高温炉（VHTR)
（＊）オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、フランス、日本、中国、韓国

南アフリカ、ロシア、スイス、イギリス、アメリカ、欧州原子力共同体
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ＧＩＦ 第4世代開発中システム
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GIF活動状況
出典：「第4世代原子炉の開発目標と展望」

原子力学会春の年会2018年3月26日、JAEA小野清

❐2014年に技術ロードマップが改定され2030年

までの選定された6システムの作業工程策定

❐各システムの成立性確認と性能確認が進捗

実証段階の詳細設計・許認可は原則範囲外

❐SFR（ナトリウム冷却高速炉）：露BN-800が

運開し、約20炉による400炉年の運転実績を蓄積

❐HTTR(高温ガス炉）：日本・HTTRと中国の

HTR-10の運転実績を蓄積

❐GFR(ガス高速炉）：Allegro(75MWth）計画が進展

❐LFR(鉛冷却炉）：露BREST-３００建設計画が進展
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小型炉の可能性（期待と課題）
小型炉はゲームチェンジャーになれるか？

❐東電福島原発事故以来原子力への信頼は

崩れ社会的受容性は低いままで原発NO!

❐将来、小型炉基軸の原子力政策で信頼回復

の扉開けることが出来るか？ 原発YESか？

❐東電事故直後の注目発言など

ビルゲイツ氏：小型炉開発に巨額投資の用意

玄葉大臣：小型炉は将来一定の役割も

関電・磐根社長：『美浜原発建て替え検討で

新型小型炉も選択肢』と（2018年６月9日日経）

❐エネルギー基本計画（第5次）で検討示唆
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小型モジュール炉の概念イメージ例１
（外観イメージ、一体型概念）
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小型モジュール炉の概念イメージ例２
（PRISM炉、４S炉）
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小型モジュール炉の一般的特徴

42



小型モジュール炉（SMR)の展望

❐IAEAの定義：出力３００MWe以下の原子炉

❐世界で45コンセプトを超えるSMRモデルが

様々な用途（発電、熱供給など）に開発中

❐モジュール概念は古くて新しいアイデア

❐注目SMR：軽水炉・高温ガス炉・高速炉

❐軽水型SMRの特徴

👉既存軽水炉での実証済み技術を活用

👉現行安全規制の枠組みに適合し易い

👉既存インフラとの共存性が高く老朽発電所の

リプレイスとして利用し易い
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小型モジュール炉（SMR)のチャレンジ

❐着実な開発成果に期待（脱・美人コンテス ！）

❶ 経済性の実証：（初期投資、生涯発電単価）

既存の高出力軽水炉（110万㎾e)並みの

競争力を獲得できるか？

❷ 許認可取得性：（世界安全基準への適合性）

国際的なルールメイキングによる許認可上の

不確定性の排除（LICENSABILITY)

❸ エネルギーミックス共存性（再エネ、負荷調整）
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纏め：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8％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、
次世代炉開発研究、安全研究の推進
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本日のテーマに関心を持っていただき

感謝します。

九州工業大学の益々の隆盛を

祈念申し上げます。
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再稼働安全審査の進捗状況
～申請は16原発26基（2018年11月10日現在）～

❏ 審査合格 15基 （下線有PWR, なしBWR）

高浜１，２（40年超認可) 川内1，2

高浜3，4 伊方３ 美浜３(40年超認可）、

玄海３，４ 大飯３，４ 柏崎刈羽6，7

東海２（40年超認可）

❏ 審査終盤
泊３、

❏ 審査中盤
女川２、島根２、浜岡４
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世界の原子力発電所 計画数
16カ国58基 2018年4月現在

（出典：World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirement 2018)
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約6,300万㎾
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