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本日の内容

１．世界のエネルギー動向と発電技術

２．主要国のエネルギー戦略の展望

３．原子力技術の歴史と利活用の状況

４．これからの原子力発電の在り方
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１．世界のエネルギー動向と

発電技術の展望

エネルギー問題を考えることは世界の動向を

見据えて、日本の将来を考えること ！
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世界のエネルギー動向：調査と研究

❐エネルギー動向を分析するための調査項目

人口動態（出生率、死亡率）、経済成長率、為替、

金利動向、資源（石油、石炭、ウラン）価格動向等

❐各国の独自分析、国際機関での調査研究

❐国際エネルギー機関（IEA)：本部はパリ
OECD加盟国（36ヶ国）の内30カ国で組織。1974年に石油危

機回避を目的に発足。ロシア、中国は加盟していない。

❐国際再生可能エネルギー機関（IRENA)：
再エネの普及を目的に2011年発足。 150ヶ国が加盟し本部

はアブダビ。 OECD:経済協力開発機構

IEA：International Energy Agency

IRENA: International Renewable Energy Agency
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参考：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



参考：人口減少と社会の重荷
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％

❐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要

【エネルギー基本計画（第5次）でも示唆】
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参考：



国際エネルギー機関（IEA)の２０４０年展望
「WEO２０１６」 ２０１６年１１月１６日発表 発電設備容量
WEO: World Energy Outlook（世界エネルギー展望）
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国際エネルギー機関（IEA) ２０４０年展望
WEO２０１６/【２０１７】のポイント

❐エネルギーの電力化： 60億㎾e ➨ 110憶㎾e
❐発電技術のシフト：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%/【28%】 OECD諸国での減少顕著
再エネ（*） ２２% ➨ 36%/【40%】 2030年頃に首位電源に
原子力 11% ➨ 12%/【10%】 安定的に推移、やや減速

❐原子力発電標準シナリオ
◎ 2014年4億KWe（約420基） ➨ 2040年6憶KWe（約630基）
◎ 約１．５憶Kwe（約150基）が閉鎖
◎ 約３．５憶Kwe（約350基）が新規建設
◎ 安全対策の為に建設費が高騰、新設は世界的に減速傾向

(*)再エネ：水力・風力・太陽光・バイオマス・地熱を含む
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電力供給：多様化と脱炭素化の条件
～IEA WEO2016/２017 問題点などの検証～

❐地球温暖化対策/パリ協定への対応の流れ
👉 温室効果ガスの抑制➡ 化石燃料依存からの脱却
👉 再エネの利用拡大➡技術開発、制度設計、インフラ投資

❐IEA予測上の仮定条件：☚非現実的仮定か？
再エネが2040年にトップ電源（40%）となる仮定条件；

①今後25年間に75兆ドル（８２００兆円）の投資が必要(４０兆ド
ルは２℃達成に,３５兆ドルは再エネの効率改善投資に）
➡国民負担は2040年断面で570兆円となり過剰か？。

②エネルギー需要が年率2%で増加、原油市場価格がバレル
50～70$の低価格で推移すると仮定。
（ＩＥＡの石油価格動向予測はこの10年は的中していない）
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参考：地球温暖化問題とは？
「気候変動に関する政府間パネル（IPCC)」第5次評価報告書
第一作業部会（自然科学的根拠） 環境省２０１４年１２月より

IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change

❐ 地球温暖化問題の根拠となる知見
1940年－1980年の地表面の平均気温に対する1998年から2008年の

変化は有意。地球の平均気温は1906年から100年で0.74℃上昇。

人為的要因であることは疑う余地がないとの多くの科学者の評価。

20世紀後半の地球表面の気温上昇に対する懸念を共有！

❐ IPCC：1988年に設立された国連組織

気候変動に関して科学的及び社会経済的な見地から包括的な評価

を行い定期的に公表。

1990年 第一次 ：人為起源の温室効果ガスは気候変動をもたらす

1995年 第二次 ：影響が全地球の気候に表れている

2001年 第三次 ：気温上昇は温室効果ガスによる可能性高い（66%）

2007年 第四次 ：可能性が非常に高い（90%）

2014年 第五次 ：可能性が極めて高い（95%）
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参考：温暖化ガス削減：国際条約「パリ協定」
2℃未満目標・ゼロエミッション社会への野心的挑戦

❐気候変動枠組み条約の主要経緯
1992 国連環境開発会議＠リオ 条約成立、締約国会議開催

1995 第1回締約国会議（COP１）＠ベルリン

1997 第3回締約国会議（COP3)＠京都 京都議定書締結

2015 第21回締約国会議（COP21）＠パリ 「パリ協定」採択

❐パリ協定合意：目標達成に向け全ての国が努力
◎ 気候変動枠組条約の全加盟国196ヶ国参加、2016-11-4発効

◎ 長期努力目標：世紀後半「脱炭素化+ゼロエミッション」ビジョン

- 産業革命前からの平均気温上昇を「2℃未満」を目指す

- 各国は対策を国連に提出し5年毎の目標見なし実施義務

- 削減対策の進捗を2年毎に報告し、ピアレビューを受ける
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世界の原子力発電所 計画確定数
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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世界各国の原子力発電利用状況
出典：世界の原子力利用の歴史と今 資源エネルギー庁 2018年4月
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台湾、スイスは原発継続に変更



２．先進主要国の

エネルギー戦略の展望

世界の政治経済は激動し、新たなリスクが顕在化。

主要国は自国のエネルギー確保が生命線と。
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世界発の政治経済リスク
～世界はリスク満杯、その緊張感を日本は感じているか？～

❐ 世界秩序：協調の時代が終り、自国主義へ

❐ 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、米中の覇権戦争

❐ 中東の不安定化（サウジ、シリア、イラン,他）

❐ 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

➡ 世界各国はエネルギー安全保障を強
化

➡ 世界は原子力の重要性を再認識
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米国エネルギー省の戦略

❐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
を展開中。事業者ニーズは下降気味。

👉 現行の軽水炉に替わる炉型戦略として当面は基礎研究。

実用化開発は当面しない。

❏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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フランスのエネルギー戦略～国策国営の哲学
～ 腹を括った政治のリーダーシップ ～

❏ ドゥ・ゴール政権以来のぶれないエネルギー政策

シャルル・ドゥ・ゴール（1890-1970、大統領在任1959-1969）

👉 嘗て、仏国は資源小国、農業立国を自認（今、ハイテク大
国）

👉 戦後、インフラ事業を国営化：自動車産業、航空サービス業

👉 電力事業➡1946設立「フランス電力公社」を後押し

✔ 『20世紀の戦争勃発は領土とエネルギー資源への野心か
ら』

と洞察しエネルギー自給率確保のため原子力政策を推進

✔ 1973年のオイルショックを機に、原発政策を加速

（60基体制を確立：総発電量の75％を維持）



最近の英・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

『英国の繁栄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

👉 ガス炉から軽水炉へ方針転換

❐ 仏国の原子力政策

👉 2015年エネルギー転換法：2025年までに

原子力50%へ➡2035年に先延ばし（2018，１１，２７）

👉 順次新型炉に置き換え、2040頃より次世代

高速炉に置換。ウランの再処理利用を継続。
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ドイツ：エネルギー政策の迷走
～エネルギー転換政策の頓挫と原発ゼロの壁にうめく～

❏ １990年からの論議も歴史の教訓に学ぼうとするが裏目に

👉 メルケル首相は自身が招集した「安全なエネルギー供給に関する

倫理委員会」の報告書：『ドイツのエネルギー転換～未来のための

協同同事業、2011年5月30日付け』を承認し、脱原発政策を決定！

👉 報告書要趣：現存原発によるリスクを将来的に除去する必要あり。

但し、脱原発は産業・経済競争力を損なうことが無いよう実施すべき。

代替手段は、欧州のエネルギーネットと国内石炭火力と再エネ。

👉 2022原発ゼロ、2050再エネ比率80％、CO₂排出量削減80%！

❏ 安い原子力放棄 + 高い再エネ拡大 + 生活水準と経済成長維持

➡ この方程式の解は存在しないことが現実に！



ドイツ：エネルギー政策の国民負担
～要因分析と教訓：石川和男氏報告書（＊）より～

❏ エネルギー政策判断の前提

☞ 化石燃料価格の上昇 （再エネの競争力確保）

☞ 独国南部の豊富な石炭資源 (石炭火力が電力の半分）

☞ 欧州全域のエネルギー網が機能 (電力不足時は輸入）

❏ 現在のドイツの状況 ： 負担に苦しむ国民と産業界

☞ 再エネ賦課金： 2000～2014累計で１０００億ユーロ(約13兆円）超

☞ 制度破綻： 2017より、買取り（FIT)廃止し入札（FIP）に変更

☞ 料金高騰： 10年間で7割アップ(家庭用は0.3ユーロ/KＷ時）

☞ インフラ整備： 進まない南北連携送電網（５４００KM)の整備建設

☞ 電力経営危機： 在来型電源の採算悪化

（＊）再生可能エネルギー政策に関する調査報告：2015年3月21日付け 石川和男



３．原子力関連技術の

歴史と利活用の状況

（放射線技術と核燃料サイクル技術）
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放射線利用の実態
～利用者は利用の事実を堂々と説明していない～

❐ 放射線を正しく恐れる
放射線は見えない、匂わない、熱くも冷たくもなく
人を死に追いやることがある。人間の危険察知本能
で怖いと認識する ➡ 科学的に正しく理解す！

❐ 放射線利用の捉え方、視点
科学技術と人間生活のかかわりを多面的に知る！
正しく理解すると放射線忌避の感情を和らげる

❐ 放射線のメリット・デメリット

放射線利用のメリット・デメリットを科学技術を通して、

かつ、社会的な視野で理解する ！
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電子・陽電子

電子発見

コンプトン効果

1933 P. ディラック

量子力学、陽電子予言

1936
C.  アンダーソン
陽電子発見

1937 C. ディヴィソン
J. トムソン

電子線回折現象発見

1961 R. ホフスタッター

線形加速器による核内電子
散乱・核子構造研究

1990 J. フリードマン
H.ケンドール、R. テイラー

電子の深非弾性散乱研究

2008 小林誠
益川敏英

対称性の破れ起源

1976 B. リヒ
ター

S. ティン新素粒子発見 K中間子対称性破れ

1980 J. クローニン
V. フィッチ

1988  L.レーダーマン
M. シュワルツ、
J. シュタインバーガー
ミューニュートリノ発見

1995 F.ライネス

原子炉ニュートリノ

2002 R.デービス
小柴昌俊

宇宙ニュートリノ検出

2013 F.アングレール
P.ヒッグス

質量の起源の理論

2015 梶田隆章
A. マクドナルド

ニュートリノ振動発見

電子と原子の衝突
（離散状態）

1925 J. フランク
G. ヘルツ

荷電粒子

多線式比例計数管
の発明

1992 J.シャルパック

中性子 1935  J. チャドウィッ
ク 中性子の発見

1938  E. フェルミ

RI 存在証明と中性子核反応

1994 B.ブロックハウス
C. シャル

中性子分光、中性子回折

X線、ガンマ線

1901 W. レントゲン

1914 M. ラウエ

X線回折の発見

1915 W.H. ブラッグ
W.L. ブラッグ

1936 P. デバイ

X線と電子線、
分子構造解析

X線の発見

X線結晶構造解析

1983 W. ファウラー

宇宙化学元素生成理論

核化学

1903 A. ベクレル, 
キュリー夫妻

自発的放射能発見

1908 E. ラザフォード

元素崩壊、核化学

1911 M. キュリー

PoとRa発見

1935 F.J.キュリー
I.J.キュリー

人工RI 30P 創成

1944 O.ハーン

核分裂反応発見

1951 E.マクミラン
G.シーボーグ

超ウラン元素発見

1921 F. ソディ

核化学研究

1943 G.D.ヘヴェシー

トレーサー利用

1960 W. リピー

C14による年代測定

1962 J. ワトソン、
F. クリック
M.ウイルキンス 生体分子構造解析

1919 J. シュタルク

シュタルク効果発見

1917 C. バークラ

元素の特性X線の発見

1924 K. ジーグバーン

X線分光学の発見

1961 R. メスバウアー

メスバウアー効果の発見

1946 H.マラー

X線起因突然変異発見

1977 R. ヤロー

ペプチドホルモンの
放射免疫測定

1982 A.グルーグ
1985 H.ハウプトマン

J. カール
1988 J.ダイゼンホーファー

R．フーバー,H．ミュヘル
2009 V.ラマクリシュナン

T. スタイツ、A. ヨナス
核酸、蛋白質構造解析 構造直接決定法 光合成中心３次元構造決定 リボゾーム構造・機能研究

1964 D. ホジキン

核酸分子構造、情報伝達

1972 
G.エデルマン
R. ポーター

抗体化学構造解析

1979 G.ハウンズフィール
ド

A. コーマックCT法

1951 J. コッククロフト
E. ウォルトン

原子核変換発見

1959 E.セグレ
O. チェンバレン
反陽子発見サイクロトロン発明と新RI発見

1939  E.ローレンス

素
粒
子
研
究

理論と実験
の融和

加速器と高
度測定技術
利用

放射線の発見
微視構造解析
医学応用

物理学賞 化学賞 生理学医学賞

1905 P. レーナルト

陰極線の研究

粒子加速器
と測定技術
の開発

原子核研究

1906 J. トムソン

1927 A. コンプトン

1927  C. ウィルソン

霧箱考案

1936V.  ヘス

宇宙線の発見

1943 O. シュテルン

分子線、陽子磁気
モーメント

1944 I.  ラービ

原子核磁気の
共鳴測定法

1960 D. グレーザー

泡箱発明

1995 M. パール

タウ粒子発見

2002 R. ジャコーニ

宇宙X線源発見

2015 T.リンドハール
P．モドリッチ、A.サンニャール

DNA修復機構の研究

1950  C. パウエル

パイ中間子発見

1949
湯川秀樹
中間子理論

118年間に放射線が係わったノーベル賞受賞研究は63件（川合将義氏作成）

1958 P. チェレンコフ
I. フランク、I. タム
チェレンコフ効果発見

1948 P. ブラケット

改良霧箱：電子対創成
宇宙線、原子核研究

放射線断と
がん治療

霧箱：３
つ受賞

被ばく影響



薬品や熱を使わずに簡単に加工処理

・医療器具滅菌、品種改良、食品照射

・タイヤ製造、プラスチック加工

・

人工荷電放射線は精密に制御できる

・スマホ、パソコン、ナノテクノロジー

・健康診断、がん治療、年代測定

高感度の検知、高精度の測定

・非破壊検査、空港手荷物検査、年代測定

・製造工程での品質管理（製鉄、製紙など）

放射線利用のメリット
放射線を利用することの科学技術的な理解

田中隆一氏資料より



放射線に対する社会の不安感、恐怖感

• 普及度、ﾘｽｸ管理に影響。国民の理解が大切

厳しい法規制、設置･運用のコスト負担

• 普及度、国民の負担に影響

テロ発生の潜在的なリスク(放射性同位体）

• 利用施設あるいは輸送中の放射性同位体を奪っ
て、拡散・散布する放射能テロなど

放射線利用のデメリット
放射線利用に関わるリスクと管理

田中隆一氏資料より



実用化技術の例

①診断とガン治療
②高品質半導体製造
③超高集積回路
➃耐熱電線製造
⑤自動車のタイヤ
⑥難燃フォーム
⑦アートタイル・塗装
⑧医療用具滅菌
⑨食品照射
⑩みかんミバエ不妊化

⑪薔薇、菊、桜の改良

⑫黒真珠・黒水晶製造

⑬排煙浄化処理

⑭非破壊検査（溶接、
橋梁・道路劣化診断)

基礎研究
国内の放射線市場は、４
兆円規模
＜川合将義作成資料＞放射線は、物理・化学・医学・農学等の先端的プローブである。



クルマと放射線
放射線が日常生活の安全・品質を高める

田中隆一氏資料より

ボディ

鋼板製造における厚み
等のｵﾝﾗｲﾝ品質管理

タイヤ

かたく、摩耗しにくく、
かつ、加工し易くする

内装材

高分子材料の重合。
発泡材。防水・耐熱・
耐変形

耐環境性の電線被覆

放射線重合。熱・水・油に
耐えるｹｰﾌﾞﾙ

ｴﾝｼﾞﾝの耐摩耗性

放射性同位体を用い
た摩耗度計測



スマートフォン、パソコンなど多
くの電気製品に大規模集積回
路(LSI)が組み込まれている

集積回路の品質を決定づける
鍵はLSI製造に欠かせないフォ
トマスクの解像度

ビーム寸法約1０万分の１ミリ
の高集束電子線の電界走査で
電離作用を制御し、ナノメート
ルレベルの解像度をもつフォト
マスクを製造

経済規模最大の放射線産業利用

半導体製造田中隆一資料より



医療用具滅菌空港手荷物検査厚さの工程管理(製鉄、製紙）

自動車製造

食品殺菌･殺虫（米国）

放射線と生活の安全
放射線は社会インフラを支える田中隆一氏資料より
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原子力技術：開発と利活用の歴史
65年間に亘る技術の蓄積を今後も生かせるか

原子力技術とは： 核燃料サイクル確立のための軽水炉・高速炉・使用

済み燃料再処理・廃棄物処理、放射線及び加速器、核融合等の一連

の技術体系の総称

❐1955年（Ｓ30年）：原子力基本法（核燃料サイクル展開スタート）

原子力の平和利用と3原則（自主・民主・公開）を規定

❐1966年（Ｓ41年）： 高速増殖炉開発の基本方針決定

❐1970年（Ｓ45年）： 美浜1号、敦賀1号 商業運転開始

❐1978年（Ｓ53年）： 原子力安全委員会を創設

❐1993年（S48年）： 青森県六ケ所村で再処理工場建設開始

❐～2010年（Ｈ12年）：原発発電比率が約30％で定着

❐201１年（Ｈ13年）： 東電福島第一発電所炉心溶融事故

❐2016年（Ｈ28年）： 「もんじゅ」の廃炉決定 33



年

・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

0

10,000

50,000

40,000

30,000

20,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

日本の原子力発電所：建設歴史

石油危機 ＴＭＩ２事故 チェルノブイリ事故 東電福島第１事故
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参考：軽水炉発電所（ＰＷＲ，ＢＷＲ）

36

BWR：沸騰水型

PWR：加圧水型



参考：高速増殖炉の概念
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参考：核燃料サイクルの流れ

高速炉サイクル軽水炉サイクル



使用済み核燃料の再処理とは
95%以上の資源を再利用

39



核燃料サイクルの意義

❐資源の有効利用
日本のエネルギー自給率の向上
エネルギー安全保障の向上

❐高レベル放射性廃棄物合理的処理処分
発生量の減容、有害度低減

❐余剰プルトニウムの低減
（プルトニウムの平和利用）

40



４．これからの日本の

原子力発電の在り方

日本のエネルギー選択は如何にあるべきか？

日本に相応しいエネルギーミックスを確立できるか？

エネルギーミックスの中で原子力の役割は何か？

41



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

42



日本のエネルギー：何が問題か？
～理性と見識でエネルギー問題を導けるか～

❐東電福島第一事故（2011）で、全原発停止！

❐原発への不安感が定着し国民の半数が「安全審

査パスしても再稼働NO！」「再エネＹＥＳ!」
（放射能への恐怖と国民の感覚的ゼロリスク思考で原発忌避）

❐経済大国・資源小国・島国・産業立国としては

脆弱な電力供給構造（化石燃料依存リスク大）

❐未来志向で再エネ期待論浮上も限界論と交錯

❐エネルギーミックス構想は外見のみてくれコンテ

ストで政治や国民の覚悟が見えない ！
43



近年の日本のエネルギー政策
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

❐2018年：エネルギー基本計画「エネルギーミックス」

「原子力に依存しない電力供給」「重要なベース電源」
44



参考：ベストミックス案は実現するか？
2030年 原子力：20～22％ 再エネ；～24％

（2018年7月3日閣議決定 「エネルギー基本計画2018」）

◆ 原発は「重要なベース電源」
⇒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

☑ 原子力への踏み込みが足りない単なる数

合わせ計画では日本の将来は見えない。
☑ 原発新設への道筋、高速炉技術開発推進、
再エネコストの国民負担軽減策を示すべき。
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原子力無くして日本の将来は描けない
エネルギー戦略の正常化は今が正念場

❐新安全基準による再稼働審査は進行遅々

❐9基が再稼動中なるも、発電量の約2％程度

❐国民の信頼回復の為の課題、施策

👉 軽水炉の安全性向上の丁寧な説明

👉 六ケ所再処理施設の早期稼働

👉 高レベル放射性廃棄物の処分地選定

👉 高速炉開発の不退転推進

👉 更なる安全性向上の追求：小型炉等

➡ 信頼回復無くして原子力の正常化はない
46



参考：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

47

審査合格： 15基
（40年超認可：4基）
再稼動中： 9基
安全対策工事中：4基
審査中： 11基



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）
48



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７％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（小型炉、高速炉）の開発推進
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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。

徳山工業高専の益々の発展を

祈念申し上げます。
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