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スマイル会資料 

２００８年１月９日 

原子力発電の課題 

堀尾哲一郎 

１．はじめに 

 原子力発電に関しては２００３年７月のスマイル会例会で、金次興一氏から「原子力発電の役割

と特徴」と題するご講演があった。また、原子力発電を含むエネルギー全般については２００６年９

月の例会で小生が「２０５０年のエネルギー事情」と題して報告した。その後、「地球温暖化」との関

係から「原子力発電ルネッサンス」とも呼ばれる状況が世界的に起こりつつある。一方、2007 年 7

月 16 日に発生した新潟県中越沖地震により東京電力柏崎刈羽原子力発電所の 7 基全ての原子

炉がストップする状況が発生した。原子力発電所を直撃した設計予測を上回る地震だけに、周辺

住民の心配のみならず、現在稼動中の他の原子力発電所や今後の新設原子力発電所の地震対

策にも影響するような状況が発生した。 

私は、｢海外で進む原子力発電所の建設｣と題する藤末健三氏（参議院議員）のメルマガの記

事（2007.5.2.）と新聞を賑わした高レベル放射性廃棄物処分場候補地（高知県朝日町）問題に刺

激されて原子力発電の最近の事情を調べる気になり、スマイル会での発表と言う目標を持って作

業を開始した。 

現在の豊かで快適な生活を維持してゆくには大量のエネルギーが必要である。しかし、わが国

のエネルギー供給構造は極めて脆弱であり、電力についていえば、発電用燃料の多くを中東の

石油と天然ガスに依存しており、資源の枯渇と供給安定性に不安がある。今年は年初から原油

100 ドル/バーレルという報道もあり、資源インフレの様相を呈しており、この問題を解決するには

原子力発電と新エネルギーが候補に挙がるが、近未来（30 年）を考えた場合、新エネルギーに全

て依存することは難しく、原子力に頼らざるを得ない。世界的にも、2006 年 10 月の英国財務省の

スターン・レヴュー「気候変動の経済学」や IPCC 第 4 次報告書（2007.02.02.）に示されるように地

球温暖化は避けられず、その防止の観点からも、急速に、原子力発電への関心が高まってきた。

このような背景から今回、原子力発電の課題について考えてみたい。 

 

２. エネルギー消費の変遷 

 わが国では現在 55 基の原子力発電所が稼動し、国内で使われる電気の約 3 分の 1 をまかなっ

ている。いまや原子力発電を抜きにして暮らしや産業は成り立たない。しかし、振り返ってみるとこ

の大量消費の時代はごく最近のことである。 

・ 火の使用（原始人、数百年万年前） 

・ 牧畜・農耕：太陽エネルギーの組織的利用（食糧生産革命、前 7000 年） 

・ 古代：需要と供給が直結した独立分散型システム（熱エネルギーとして火、動力として人・畜力

（1ｋｗ））（前 4000 年） 
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・ 中世：需要と供給が直結した独立分散型システム（風車や水車（10ｋｗ））（前 1000 年） 

・ １８世紀：動力革命（ニューコメン機関（5ｋｗ～10000ｋｗ））石炭、石油の登場 

・ １９世紀後半：内燃機関（オットーサイクル機関、ディーゼル機関）、電力システム（分散する需

要を統合するシステム） 

・ ２０世紀：移動分散型（ジェットエンジン（数 10～数万ｋｗ））、ガスタービン（大型発電所（１００万

ｋｗ））、原子力の登場と急速な普及、生活形態の変化 

 小林傳司は 1970 年代に科学技術の負の現象が現れはじめ、社会の評価が大きく変わり、トラン

ス・サイエンスの時代に入ったと述べている。原子力発電もその一つであり、科学技術と社会のか

かわりが大きなウエイトを占めるようになった。 

 

３． わが国のエネルギー政策 

わが国は、過去に、２度の石油危機（1973 年、1978 年）に直面し、エネルギー確保がいかに重

要であるかを経験し、その対応として、石油備蓄、石油代替エネルギー対策、省エネルギー対策

を進め、エネルギーの安定供給確保に積極的に取り組んできた。 

しかしながら、エネルギー資源の大部分を海外に依存していることなどにより、エネルギー資源

の安定供給確保はわが国にとって依然として重要な課題である。また、近年、地球温暖化をはじ

めエネルギー利用に伴う環境問題への取組みも重要な課題となっている。こうした昨今の厳しい

エネルギー情勢に対処するため、２００６年５月「新・国家エネルギー戦略」が策定された。この戦

略の中の「原子力立国計画」においては、２０３０年以降においても総発電量に占める原子力発電

の比率を 30～40％程度以上とすることを目指すこと、現在の軽水炉を前提とした核燃料サイクル

の早期確立に向けプルサーマル導入の推進が取り組みの一つとして取り上げられている。また、

２００２年６月１４日公布・施行されたエネルギー政策基本法においては、「安定供給確保」、「環境

への適合」、「市場原理の活用」を基本方針とするなかで、多様なエネルギー確保の施策の一つと

して、核燃料サイクルの一環で、プルトニウムの利用を進めることが示されている。 

過去の原子力に関する歴史を概観すると以下の通りである。 

 

1954 年：原子力予算の計上 

1955 年：原子力基本法制定―自主・民主・公開、平和目的に限定 

1956 年：原子力開発利用長期基本計画策定 

1965 年：東海発電所でわが国初めて臨界に達し、1966 年営業運転開始 

1974 年：電源三法制定（電源立地促進のため交付金や補助金を交付） 

一方、わが国の具体的な原子力政策は「原子力長期計画」（2000.11.）と「エネルギー基本計

画」（2003.10.）」に基づいて進められている。 

それらにおける原子力発電についての考え方は次の通りである。 

 

（1）燃料のエネルギー密度が高く備蓄が容易であること、 

（2）燃料を一度装填すると一年程度は交換する必要がないこと、 
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（3）ウラン資源は政情の安定した国々に分散していること、 

（4）使用済燃料を再処理することで資源燃料として再利用できること 

 

このように、国際情勢の変化による影響を受けることが少なく、供給安定性に優れており、また、

発電過程で二酸化炭素を排出することがなく地球温暖化対策に資するという特性を持っているこ

とから、「今後とも基幹電源と位置付け引き続き推進する」、同時に、核燃料サイクルについては、

原子力発電所から出る使用済燃料を再処理し、有用資源を回収して再び燃料として利用するも

のであり、供給安定性などに優れているという原子力発電の特性を一層改善することから、「我が

国としては核燃料サイクル政策を推進することを国の基本的考え方としており、これらのプロセス

ひとつひとつに着実に取り組んでいくことが基本となる」。また、核燃料サイクルの一環であるプル

サーマルについては、「プルトニウムの確実な利用という点で、当面の中軸となるプルサーマルを

着実に推進していくものとする」 

 

また、「原子力政策大綱」（2005.10.）においては 

（1）2030 年以降も総発電電力量の 30％～40％程度という現在の水準程度かそれ以上の供

給割合を原子力発電が担う 

（2）使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する 

（3）高速増殖炉の 2050 年頃からの商業ベース導入を目指す 

としている。 

 

先に述べたとおり、新・国家エネルギー戦略（2006.5.）の中で原子力立国計画が策定され、発

電電力量の比率を 2030 年までに 30～40％以上達成を目指す。新・増設に向けた事業環境整備、

核燃料サイクル早期確立、FBR早期実用化、原子力発電拡大と核不拡散の両立に向けた国際的

枠組み作りへの貢献、技術開発・人材育成、原子力産業の国際展開への支援、廃棄物対策推進、

効果的な安全規制、国と地方の信頼関係強化が示された。 

 このように、わが国としての原子力の位置づけは明確に示されていると言えよう。 

 

４． 原子力エネルギーとは？  

原子力は見ることができない、音もしない、

においもしない、触ることも、味わうこともで

きない上、核分裂の際、発生する放射性物

質の発する放射能によって人類をはじめと

する全ての生物に甚大な悪影響を及ぼす

ものである。しかも、その放射能の半減期が

途方もなく長いため（ウラン 235 は 7 億年）、

将来にわたり影響が残ることが大問題であ

る。一方、原子核が分裂ないしは融合する
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際、すさまじいエネルギーを放出するので、そのエネルギーの活用が考えられる。 

核融合についてはまず、太陽エネルギーが頭に浮かぶ。太陽系が誕生してから５０億年になる

が、太陽が燃え尽きるには後５０億年はかかると言われている。 

核分裂はウラン 235（天然）とプルトニウム 239（人工）がある。核分裂の効果は残念ながら原子爆弾

によって、示されてしまった。 

その歴史の一端を見ると 

・ １９０５年：相対性理論をアインシュタインが発表（質量とエネルギーは全く同じもので、相互

変換が可能） 

・ １９３７年：O ハーンと F シュトラスマンがウランが核分裂を起こすことを発見、その際、莫大

なエネルギーを放出することを突き止めた。 

・ １９４１年：マンハッタン計画（核兵器開発計画）スタート。 

・ １９４５年７月１６日：世界初の原爆実験成功 

・ １９４５年８月６日と９日に広島、長崎へ原爆投下 

・ 平和利用に関するアイゼンハワー演説（1953.12.8.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 原子爆弾と原子力発電 

広島型原爆（リトルボーイ）TNT 火薬 1.25 万トン、長崎型原爆（ファットマン）TNT 火薬 2.1 万ト

ン、水素爆弾（核融合）TNT 火薬 2000 万トン、第二次世界大戦で使用された全爆弾の 4 倍量。 

原爆はウラン 235 100％、原子力発電はウラン 235 3～5％ 

原爆と水爆の違い：原爆は核分裂反応、水爆は核融合反応 

原子力の平和利用：アイゼンハワー国連演説（1953.12.8.） 

原子力の平和利用に関する国際的動きとして、核不拡散条

約（NPT）、国際原子力機関（IAEA）、包括的核実験禁止条約

（CTBT）、カットオフ条約、非核兵器地帯条約などがあり、原子力

の軍事利用を阻止する努力が行われている。しかし、核兵器を保

有している国として国連常任理事国５カ国、インド、パキスタンで

あるがイスラエルと北朝鮮が保有している可能性もある。 
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６. 核燃料サイクル 

 軽水炉と高速増殖炉を中心とした核燃料の流れを示すと概略次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）軽水炉通常利用 

採鉱（鉱石）-精錬（天然ウラン U3O8）-転換（UF6）－濃縮（濃縮ウラン UF6）-再転換-ウラン燃料成

型加工（ウラン燃料 UO2）-軽水炉（使用済燃料）-（放射性廃棄物） 

（2）軽水炉プルサーマル利用 

（使用済燃料）-再処理（プルトニウム）-プルトニウム燃料成型加工（プルトニウム、劣化ウラン、天

然ウラン）-（MOX 燃料）-軽水炉（使用済燃料）-（放射性廃棄物） 

（3）高速増殖炉（FBR）利用 

プルトニウム燃料成型加工（FBR 燃料）-高速増殖炉（使用済燃料）-FBR 燃料再処理（プルトニウ

ム）-（放射性廃棄物）-プルトニウム燃料成型加工（FBR 燃料） 

 

・ 軽水炉におけるウラン収支 

天然ウラン（精錬後）： U3O8 1000 トン（U235 5.94 トン：U238 842.06 トン） 0.7％ 

U3O8→UF6 転換： 1000 トン→1254.13 トン 

ウラン濃縮： 燃料 UF6 185.80 トン（U235 3.77 トン：U238 121.86 トン）、UO2 142.52 トン 

3.0％ 

         劣化ウラン UF6 1068.34 トン（U235 2.17 トン：U238 720.20 トン）、UO2 819.48 ト

ン 0.3％ 

軽水炉燃焼後：142.52 トン （U239 136.38 トン U235 1.14 トン Pu 1.31 トン）  

 

U235 3～5％ 

Pu 4～9％ 
Pu 20％ 
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・ ウラン濃度別分類 

   U235 0.7％未満： 減損ウラン、 0.7～20％以下： 低濃度ウラン、 20％超：高濃度ウラン 

 

・ わが国の核燃料サイクルを支える施設（青森県六ヶ所村） 

 

● 再処理工場：核燃料サイクルを行う上で中心となる施設。再処理工場では、使用済燃料か

らウランおよびプルトニウムを化学的に分離回収する。（2007 年操業開始予定） 

● 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター：（1995 年操業開始） 

● ウラン濃縮工場：（1992 年操業開始） 

● MOX 燃料加工工場：（2012 年操業開始予定） 

● 低レベル放射性廃棄物埋設センター：（1992 年操業開始） 

 

７. ウランの埋蔵量と地域 

 ウラン埋蔵量の分布は右図の通り、オーストラリア、カザフスタン、

カナダ、南アメリカなどが主要な産地である。石油が中東に偏在し

ていることと対照的である。残存年数は 85 年であるが、プルサーマ

ルにより 10％、高速増殖炉により、60 倍以上寿命を延ばすことが、

エネルギー安全保障の観点から有望視されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わが国のウラン輸入量は豪州 33％、カナダ 27％、ナミビア 16％、ニジェール 13％、アメリカ 7％

で、世界第２位のウラン資源埋蔵量のあるカザフスタンからは 1％程度であり、国家間レベルでの

資源開発段階からの関係強化の努力が行われている。 

 

８. 原子力発電の長所短所 

わが国では現在の生活レベルの維持向上のためエネルギー・セキュリティの観点と地球温暖化

防止のため原子力発電推進の立場をとっている。一方、広島・長崎への原子爆弾投下や、第五

福竜丸の米軍の水素爆弾実験で発生した放射性降下物（いわゆる「死の灰」）被爆の被害を受け
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たこと（1954 年 3 月）、スリーマイル島（1979 年 3 月）やチェルノブイリの原発事故（（1986 年 4 月）

などから、地域住民が賛否を巡って対立することが多いこともあり、放射能や放射線に対して嫌悪

感を抱く人は多く、建設時には地域住民の反対運動が頻発する。一方で、原子力施設ができると、

地元には一定の雇用が期待できるほか、電源三法交付金、固定資産税、法人税などの税収も確

保できる。 

原子力発電施設の利点と問題点を要約すると次の通りである。 

利点 

○ 安定した電力供給が可能 

○ 発電時に酸素を必要としないため、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素を排出しない 

○ 使用する燃料が極端に少なくて済み、一度、装荷すると長期間使用できる 

○ 燃料（石油・液化天然ガス）の中東依存度を減らすことが出来る、ウランは政情の安定した先

進国から安定して供給を受けられる 

○ 核燃料サイクル等によるウラン 238 の有効利用や海水からのウラン採取が実現すれば、燃料は

非常に豊富 

○ 経済性が高い（発電量当たりの単価が安い） 

○ 再処理により準国産エネルギーを実現できる 

○ 技術力があることがアピールできる 

問題点 

○ 毒性が強く、核廃棄物質を作り出す 

・ このため、重大事故が発生すると周辺環境に多大の損害を与え、その影響は地球規模に

及ぶ 

・ また、高レベル放射性廃棄物の最終が決定していない 

・ 今後原子炉老朽化により現在稼動中の原子炉が使用できなくなった場合、それ自体が放

射性廃棄物となる原子炉を簡単に解体処分する訳にはいかず、電力を生まなくなった非常に

長期に渡り放射能漏れがないよう厳重に維持・管理しなければいけなくなるが、そのコストに

ついての詳しいデータは算出されていない 

・ 発電施設および核廃棄物へのテロの危険 

○ ウラン資源の可採埋蔵量に由来する資源枯渇問題 

・ 地殻中のウラン 235 のみの利用を考えた場合、資源がそれほど豊富なわけではない。また、

需要が多い中国などに海外での輸入の買い負けが指摘されている 

○ 軍事転用の制約に関わる国際社会への配慮（例：北朝鮮に関連する諸問題） 

○ 起動停止の所要時間が長い（通常停止） 

・ 炉の特性上、通常は負荷追従運転は行わない 

・ 運転停止による損失が非常に大きく、運転率を極めて高い水準に維持し続ける必要があ

るため、夜間電力の利用促進など、需要の増減の調整能力が極めて弱い 

○ 火力発電所に比べ施設建設に多大なコストがかかる 

・ 地質学的側面から、立地場所が限定される 

・ 電気利用者・電力会社と施設周辺に住む住民との利益・不利益が相応でない可能性があ
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る 

○ 原子力発電所の新規建設数が減少していることからメーカーの原子力部門における技術の

継承が困難になってきている 

・ 将来の原子力発電を担ってくれる若手技術者が減少傾向にある 

９. 原子力発電の規模、種類と基数 

日本で主に採用されているものは軽水炉で、沸騰水型炉（BWR）と加圧水型炉（PWR）の２種類

がある。２００６年３月現在、わが国の商業用原子力発電の規模は、55 基 4,958 万 KW が運転中で、

2 基 228.5 万 KW が建設中で、11 基 1,494.5 万 KW が計画中である。 

世界では稼動中のものが 429 基（2006 年 12 月末現在）、総発電量 38,704.８5 万 KW で、米国

103 基(原子力比 約 19.4%)、フランス 59 基(原子力比 約 78％)、日本 55 基（原子力比 約 31％）、

ロシア 31 基（原子力比 約 16％）の順である。また、世界で建設中及び計画中の原子炉は７５基

で、日本、中国、韓国、インド、ロシアなどアジアに集中している。 

加圧水型原発(PWR)はアメリカのウェスチングハウス(WH)社が開発し、日本の三菱重工業が技術

提携して作っている。加圧水型原発を採用しているのは、北海道電力、関西電力、四国電力、九

州電力である。 沸騰水型原発(BWR)はアメリカのゼネラル・エレクトリック(GE)社が開発し、日本の

東芝と日立製作所が技術提携して作っている。沸騰水型原発を採用しているのは、東北電力、東

京電力、中部電力、北陸電力、中国電力です。建設費は、1 基 3,000～4,000 億円と言われ、原発

の建設には、原発メーカーだけでなく、建設会社を始めたくさんの企業が関与している。 
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１０. プルサーマル 

 原子力発電所で使用した後の核燃料から取り出

したプルトニウムをウランと混合して MOX 燃料

（Mixed Oxide Fuel）に加工し、原子力発電所（軽水

炉）で利用することをプルサーマルという。即ち、現

在の軽水炉の燃料は U238 95～97％と U235 3～5％

で構成されているが、プルサーマルの燃料は U235 の

代わりに、再処理によって分離・回収されたプルトニ

ウムを 4～9％使用したものである（MOX）を燃料棒の一部に使用する。これによりウラン資源の利

用効率が向上される。プルサーマルは海外において 1960 年代から 2004 年末までに 4900 体の使

用実績があり、わが国においても敦賀発電所や美浜発電所で少数体の使用実績があり、燃料の

健全性が確認されている。新型転換炉（ATR）「ふげん」では世界で始めて MOX 燃料を本格的に

使用する発電用原子炉としてプルトニウム利用技術などの実証試験を行ってきて 1979 年から

2003 年 3 月運転終了までに 772 体（1 基あたりの装荷体数では世界最高）の MOX 燃料集合体の

使用実績がある。 
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１1. 高速増殖炉「もんじゅ」 

高速増殖炉とは、運転しながら、燃えないウラン（U238）を、燃えるプルトニウム（Pu239）に効率よく

変える原子炉である。すなわち、スピードの速い中性子を使うことにより U238 から Pu239 に変換する

割合が大きくなり、消費される燃料より多くの燃料ができ（増殖）、ウランの利用効率では、軽水炉

（ワンスルー）が 0.5％、軽水炉

（プルサーマル）が 0.75％（１回リ

サイクルの場合）に対して、高速

増殖炉では約 60％で、１００倍以

上と飛躍的に向上する画期的な

原子炉である。また、原子力発電

所から出てくる使用済燃料を再

処理する際に発生する高レベル

放射性廃棄物を高速増殖炉の

燃料として使用することにより廃

棄物量の削減も期待されてい

る。 

わが国の高速増殖炉の研究

開発は実験炉→原型炉→実証

炉と段階的に進められ、実用化

に向けた様々な成果が評価され

て、具体的な実用化計画が決められることになっている。 

高速実験炉「常陽」（熱出力 10 万ＫＷ、茨城県東茨城郡大洗町）では、燃料の燃え方や材料に

ついての基礎的な研究開発が行われており、1977 年 4 月臨界から、現在まで重大なトラブルもな

く順調に運転を続けており、技術と経験を積み重ねている。 

高速原型炉「もんじゅ」（出力 28 万ＫＷ、福井県敦賀市）では、実際に発電する、プラントとして、

運転経験を積み、信頼性の実証、ナトリウム取り扱い技術の確立などを行っている。1985 年 10 月

に着工され、1994 年 4 月、初臨界に達し、1995 年 8 月 29 日、初送電を開始したが、1995 年 12

月 8 日、2 次主冷却系でナトリウム漏えいが発生し原子炉を停止した。その後、原因が究明され、

2001 年 6 月、原子炉設置変更申請が原子力安全・保安院へ提出され、2002 年 12 月に許可され

た。「もんじゅ」原子炉設置許可に関する行政訴訟は 2005 年 5 月 30 日最高裁の判決で国勝訴が

確定した。2005 年 10 月に取りまとめられた「原子力政策大綱」において、「もんじゅ」の早期運転

再開、10 年以内を目処に、「発電プラントとしての信頼性の実証」と「運転経験を通じたナトリウム

取り扱い技術の確立」という初期の目的を達成すべきであるという方向性が明確となった。 

新型転換炉「ふげん」（出力 16.5 万ＫＷ）、福井県敦賀市、は 1979 年 3 月から運転を開始し、

2003 年 3 月運転を終了した。減速材に重水を使用。沸騰水型でプルトニウムや回収ウランが使用

可能。全炉心にＭＯＸ燃料を装荷可能。この間、772 体のＭＯＸ燃料を使用。一方、青森県大間

町の実証炉計画は中止となり、開発から撤退した。 
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三菱重工、アレバと日本原燃の３社は、米国の新原子力政策の中核となる核燃料サイクル計画

で、高速炉と核燃料の再処理設備の契約交渉先に選ばれた。新会社を現地に設立することにより、

米国政府との連携を密にして研究開発体制を強化する狙いがある。この背景には、米国が 2006

年２月に発表した、原子力利用拡大を狙いに核燃料サイクル計画「国際原子力エネルギー・パー

トナーシップ計画（ＧＮＥＰ）」がある。これに対して、三菱重工、アレバなどが提案した高速炉や使

用済み燃料の再処理設備が技術的に認められ、契約の交渉先に選定された。分担は三菱重工

が高速炉、アレバと日本原燃が再処理施設の基本設計。三菱重工は約４０年前から高速増殖炉

の研究に着手。日本では実験炉「常陽」と原型炉「もんじゅ」では、主要部分を受け持った。また、

平成３７年（2025 年）の稼働を目指すもんじゅの後継炉（実証炉）開発でも中核企業に選ばれた。 

 

１2. 世界の原子力発電の開発状況 

諸外国において、地球環境問題やエネルギー安定供給などの観点から、原子力発電の位置

づけを見直す動きがでてきた。 

・ 米国（原子力比率 19％）：103 基稼動中で規模

は世界一、平均設備利用率は 91％を超える。1970

年代以降中断していた新規原子力発電所建設を 30

年ぶりに再開。国際エネルギーパートナーシップ

（GNEP）構想。包括エネルギー法で、原子力発電所

建設をリスク保証や発電減税でバックアップ。2030 年

頃までに数 10 基新設の予定。 

・ フランス（原子力比率 78％）：現在 59 基で米国

についで世界第 2 位。周辺諸国（イタリア、イギリス、ド

イツ、ベルギーなど）へ総発電量の 14％を輸出。プル

サーマルが 1980 年代後半から行われている。エネル

ギー自給率は 1973 年の 25％から今では 50％に達し、

エネルギー競争力、供給安定性、温暖化対策の観点から欧州諸国に較べて優位。及びフランス

電力会社は、2004 年 10 月新型実証炉（EPR）の建設を決定。シラク大統領は 2020 年までに高速

炉運転開始を宣言。 

・ スウェーデン（原子力比率 48％）：現在 10 基。2006 年の総選挙の結果、原子力廃止政策の

棚上げを掲げる野党連合が 12 年ぶりに政権をとる。 

・ フィンランド（原子力比率 30％）：チェルノブイリ事故以降の新規原子力発電所に否定的であ

った立場を転換。5 基目の原子炉（EPR）建設を開始、2009 年運転開始予定。 

・ ドイツ（原子力比率 31％）：現在 17 基。2002 年に原子力発電所の段階的廃止を決定。2003

年 11 月、1 基を閉鎖。プルサーマルを 10 基で実施中。2005 年の選挙の結果、原子力推進派と

脱原子力派による連立政権が誕生。原子力政策については不透明。フランスからの電力輸入依

存 33％（2001 年）。 

・ イギリス（原子力比率 18％）：現在 19 基が運転中。約 20 年にわたり、新規建設が行われてい
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なかったが 2006 年 7 月新規建設促進へ方向転換。 

・ スイス（原子力比率32％）：1990年の国民投票では、2000年なでの10年間、新規原子力発

電所建設はおこなわないこととされたが、2003 年の国民投票で脱原発の提案が否決され

た。 

・ ベルギー（原子力比率 54％）：現在 7 基。1999 年 緑の党・社会党・自由党による連立政権

は段階的廃止を決定。その後、緑の党が政権離脱。2004 年 9 月に就任したエネルギー大

臣は原子力発電所閉鎖に関する法案について議論を再開したい意向。 

・ イタリア（原子力比率 0％）：1987 年 3 基あった原発をすべて廃止。2005 年 1 月「原子力の

見直し、包括的なエネルギーシステムの再検討」という首相発言あり。 

・ カナダ（原子力比率 16％）：現在ある原子力発電所 18 基。原子炉の炉型はすべて、カナダ

型重水炉（ＣＡＮＤＵ炉）。ウラン濃縮施設不要。運転中に燃料交換が可能。次世代炉の新型ＣＡ

ＮＤＵの開発に取り組んでいる。 

・ ロシア（原子力比率 16％）：原子力発電の拡大を積極的に推進。2030 年には 25％まで引き

上げる予定。 

・ 中国（原子力比率 2％）：9 基運転中。2005 年だけでも新設 4 基、増設 4 基の計画が明らか

にされている。 

・ 台湾（原子力比率 18％）：6 基運転中。2 基建設中。 

・ 韓国（原子力比率 39％）：20 基運転中。建設中 4 基に加え、2015 年までに 12 基建設予定。

建設中の原子炉は初の改良型韓国標準炉（ＫＳＮＰ+） 

・ インド（原子力比率 3％）：15 基（米国ＢＷＲ2 基、カナダ重水炉ＣＡＮＤＲ2 基以外は国産加

圧重水型）が運転中。また、8 基（内 1 基は高速増殖炉）が建設中。 

・ 国際エネルギー機関（IAEA）：これまで原子力をタブー視していたが、2006 年末、初めて原

子力の役割を積極的に評価。 
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１3.天然原子炉 

 過去に遡ると、核分裂の連鎖反応を起こすウラン 235の割合が大きくなる。つまり、ウラン 235の濃度

が高かった大昔、流水によって密度の大きいウランが集まった場所ができると、水が存在している

と臨界量（自然に核分裂の連鎖反応が始まる最低量）が小さくなることも加わり、ウラン 235が臨界に

達し、自然に核分裂の連鎖反応が起きた可能性がある。 

 このことを最初に指摘したのは日本の黒田和夫で 1956 年のことである。そして、実際に天然原

子炉の跡が発見されたのは、1972 年、アフリカのオクロ鉱山（ガボン共和国）であった。ここで採掘

されたウランは、当然ウラン 235 の濃度が通常の 0.7％よりかなり低く、0.4％程度のものもあった。 

  天然原子炉が運転していたのは約 17 億年前（20 億年前という説もある）、それは 60 万年間ほ

ど続き、大きな発電用原子炉の４年分の発電量に相当するエネルギーが放出されたという（数世

帯のエネルギーをまかなえる発電が 60 万年間続いたことになる）。  

１4. 原子力発電を支える企業群 

（A）ウラン燃料の流れに沿って 

ウラン鉱山：海外（オーストラリア、カザフスタン、カナダなど） 

精錬工場：海外の天然ウラン購入先に委託。 
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転換工場：海外 

濃縮工場：日本原燃、海外（USEC,ユーロディフ、ウレンコなど） 

再転換工場：三菱原子燃料、海外（フランウ核燃料公社、イギリス核燃料公社など） 

成型加工工場：ＢＷＲはグローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンと原子燃料工業、ＰＷＲは

三菱原子燃料 

原子力発電所： 

使用済み燃料中間貯蔵施設：リサイクル燃料貯蔵 

低レベル放射性廃棄物処分施設：日本原燃 

MOX 燃料工場：日本原燃（2012 年 10 月操業開始を計画） 

再処理工場：日本原燃（建設中）、核燃料サイクル開発機構、英国原子燃料会社、フランス核

燃料公社、ロシア原子力省 

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理施設：日本原燃 

高レベル放射性廃棄物最終処分施設：NUMO、アメリカ（ユッカマウンテン）、ドイツ（ゴアレーベ

ン再検討中）、フィンランド（オルキルオト）など 

 

（B）原子力発電所建設に関して 

原子炉・タービン（BWR）：日立製作所、東芝、GE（米） 

原子炉・タービン（PWR）：三菱重工業（日の丸原子炉（US-APWR）を米国市場へ投入）、ウエス

チングハウス（米）（P9000）、シーメンス（独）、アレバ（仏）（EPR）、フラマトム（仏） 

据付工事・メンテナンス：東京エネシス、太平電業、日立プラントテクノロジー、東芝プラントシス

テムズ、日揮、石川島播磨重工業 

原発の空調工事：新日本空調 

圧力容器（加工）：三菱重工業、日立製作所、石川島播磨重工業 

圧力容器や加圧器（材料）：日本製鋼所 

核燃料輸送容器：木村化工機、助川電気 

バルブ：イーグル工業、岡野バルブ製造 

ポンプ：電業社 

非破壊検査：マ

ークテック 

制御機器：日本

ギア工業 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

１５. 原子力発電と地域住民（電力３法などの交付金制度） 

立地地域において発電所が建設されたとしても、発電された電気の多くは消費地に送られてし

まい、地元に充分な利益が還元されません。このため立地地域に発電所の利益が充分されるよう

な制度が必要である。原子力施設と地域社会が共存共栄することを目指し、立地地域の発展のた

めに、国、地方自治体、事業者の三社が、相互に連携・協力してこれに取り組む必要がある。この

ような観点から、原子力発電所が立地する市町村と周辺自治体には、国からさまざまな交付金や

補助金がもたらされている。この法的根拠になるのが電源三法交付金制度（電源三法）である。電

源立地の計画的推進と、立地地域への利益還元を目的に、国が 1974 年に制定した。 

 電源三法は、(1)電源開発促進税法(2)電源開発促進対策特別会計法(3)発電用施設周辺地域

整備法―の総称。 

電気事業者の販売電気に電源開発促進税（電促税、1000 キロワットアワーにつき 445 円）が課

されるが、原資となるのが、電力会社が一般家庭や企業から徴収する電気料金の一定額。いわば

消費税と同じ間接税だ。資源エネルギー庁によると、家族４人の標準家庭に当てはめると、年間

約 1500 円を払っていることになる。国の特別会計に入った電促税は、電源立地勘定と電源多様

化勘定に分かれる。このうち原発立地地域に関係が深いのは立地勘定。ここから支出される電源

立地促進対策交付金が三法交付金の中核で、道路や公共施設整備に充てられる。電源立地特

別交付金などが、立地、周辺自治体住民の電気料金の割引などに使われる。県によると、2001 年

度までに県全体で約 1700 億円の電源立地勘定の交付金が入っている。多様化勘定は、新エネ

ルギー開発・導入などに使われる。既存の立地地域からの「使い勝手が悪い」との批判を受け止

め、国は法律改正に着手。2003 年度後半から、交付金を含む６種類の交付金を統合一本化し、

使途の制限を緩める方針を示している。 

租税公課について 2004 年度の実績を見ると、東京電力の場合、福島県、双葉町、大熊町、富

岡町、楢葉町の固定資産税約 65 億円、法人事業税約 77 億円（県）、新潟県、柏崎市、刈羽村の

固定資産税約 95 億円、法人事業税約 61 億円で、全税収に占める東電の割合は両県が約 5％、

立地市町村では 50％を超えるところがほとんどで、中には 80％を超える町村もある。以上が法定

税であるが、この他に法定外税、福島県では核燃料税約 18 億円、新潟県では核燃料税約 23 億

円、柏崎市では使用済核燃料税約 5 億円がある。 

 

1６. コミュニケーション 

原子力発電の是非を議論する場合、その技術の安全性やリスクの問題だけでなく、そもそも原

子力技術を利用して営まれる社会の是非といった文明論的論点も含めて原子力利用のあり方を

考えなければならない。 

原子力発電の恩恵を受ける主な地域は都市であり、原子力発電所所在地は地方であり、利害

地が異なっている点が立地を難しくしている。 
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安全性を議論する場合、純粋な科学技術の観点から議論できるものではなく、社会的要素を無

視できない、即ち、トランス・サイエンスの次元での議論が重要である。その上に、マスコミなどの報

道が社会に影響する時代背景が事情を更に複雑にしている。 

中谷内一也は人間がある事柄について「良し」「悪し」を判断する方法に２つあると言っている。

それらは「中心的ルート処理」（問題対象に関する情報を充分吟味して態度を決定する方法）と

「周辺的ルート処理」（「あの人が言っているから」といった情報源の「信頼性」や「多数の情報が同

じ事を言っている」といった情報の量を手がかりに判断する方法）である。 

 東京大学 グローバルＣＯＥ「世界を先導する原子力教育研究イニシアチブ」のシンポジウムで

も、パブリックコミュニケーション（木村浩准教授）が重要な課題となっていた。 

 科学技術が社会に持ち込まれた場合に、恩恵だけが生み出されるとは限らないことは、核兵器

の開発や公害問題などでかなり明らかとなった（科学の「善用と悪用論」）。 

 

 ワインバーグのトランス・サイエンスの三つの類型 

 （1）工学などに典型的に見られる知識の不確実性や回答を得ることの現実的不可能性という意

味での科学の不十分さ（たとえば、低レベル放射線障害の生物学的影響、発生の可能性がきわ

めて低い事象の確率、巨大地震の発生確率、工学的な構築物など） 

 （2）対象の性質による不確実性という意味での社会科学の不十分さ（たとえば、個人の行動や社

会集団の行動を物理科学と同じように予測すること） 

 （3）科学と価値の不可避的なかかわりゆえの科学の不十分さ（たとえば純粋科学と応用科学、調

査研究と理論的体系化を目指す研究の価値、社会がどのような科学技術を求めているか、など） 

 

もんじゅ裁判の事例： 

（1）実体的判断代置方式：裁判所が行政庁

と同一の立場から処分に関する判断を行い、

その結果を行政官庁の処分と比較し、処分の

適否を判断する方法。 

（2）判断過程統制方式：行政官庁の認定判

断の過程に着目しそこに一定の誤りがあれば

直ちに処分を違法とし、取り消すべきものとす

る司法審査の方式（現在の学会の主流）。 

（3）行為規範的統制方式：技術論的判断

（＝実態的判断）を司法は下すべきでないと

いう立場。 

原告が問題にしているのは安全性やリスク

だけではなく、原子力発電に依処した生き方、

社会のあり方といった価値に関わる問題であ

る。 
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コンセンサス会議を活用したコミュニケーション 

 コンセンサス会議とは、政治的、社会的利害をめぐって論争状態にある科学的もしくは技術的話

題に関して、素人からなるグループが専門家に質問し、専門家の答えを聞いた後で、この話題に

関する合意を形成し、最終的に彼らの見解を記者会見の場で公表するためのフォーラムである。 

 一種の「暗黙知」的性格を伴う専門家の相場観の存在。 

 隠蔽工作の起こる土壌。 

 東京オリンピック（1964）と大阪万博「人類の進歩と調和」（1970）頃は高度成長路線に乗り、米国

に次ぐ経済大国の象徴となったが、「成長の限界」をローマクラブが発表した頃 1972 年頃から世

論の自然との関係に対する認識が大きく変化した。 

 

１７．原子力と電力自由化の両立（原子力バックエンドに係る経済的処置） 

 従来、電気事業は自然独占性を有していたが、1995 年、電気事業の改革、即ち独立系発電事

業者（ＩＰＰ）の卸電力市場への新規参入が可能となった。その後 1999 年、電力小売の自由化が

実施された。 

原子力発電は環境保全・エネルギーセキュリティ確保の観点から優れた電源であり、自由化の

環境下にあっても基幹電源として活用していくことが必要である。基本的には原子力発電は長期

的に運転することによって火力発電等他の電源に遜色ない経済性を発揮するが、自由化環境化

では（1）コスト回収のリスクと（２）バックエンド事業のリスクを抱えることとなる。バックエンド事業とは

原子燃料サイクルの中心となる再処理事業、及び再処理に伴って発生する放射性廃棄物の処分

や再処理施設の解体等の事業である。そこで、自由化と原子力推進の両立のためバックエンドに

関する経済的処置の導入が行われた。 
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１８. 高レベル放射線廃棄物の処分 

 高レベル放射性廃棄物の最終処分場は、原子力発電所から出る放射性廃棄物を地下に埋める

施設。特定放射性廃棄物の最

終処分に関する法律（２０００．

６.交付）に基づいて設置され

た原子力発電環境整備機構

（NUMO）が２００２年から立地

調査候補地の公募を始めた。 

これまでに熊本県御所浦町

（現天草市）、長崎県新上五

島町、滋賀県余呉町、高知県

東洋町（2007.4.）、秋田県上

小阿仁村（2007.7.）などが誘

致を検討したものの、議会や

住民の反発でいずれも白紙撤

回。今までは自治体からの応

募を待つだけであったが、国

が自治体に対して応募を直接申し入れることなどで、てこ入れすることになった（2007.9.）。 

 東京工業大学 21 世紀ＣＯＥ「世界の持続的発展を支える革新的原子力」のシンポジウムでは

「最終処分地における参加型意思決定過程」について、フランスから専門家を招いて、両国の実

情について情報交換した。 

 最終処分場の建設は上図の通り１００年を要するプロジェクトであり、受け入れる自治体として

は、１００年を超える地域の姿を描きながら決断しなければならず、専門家の支援を受けた街づくり

ビジョンを作成し、住民の判断を問わなければならない。NUMO は地域共生の事業例として、水

産業振興、農林業振興、商工業振興、観光振興、医療福祉充実、教育充実、生活基盤充実、IT

基盤充実、行財政関連など事例を提案しているが永続性のある仕組みづくりが必要であろう。 

 

海外各国の最終処分 

・ アメリカ：すでに使用済燃料最終処分場がネバダ州ユッカマウンテンに決まり、２０１０年操業

開始予定。 

・ フィンランド：すでに使用済燃料最終処分場がオルキルオト原子力発電所敷地内に決まり、

2020 年操業予定。 

・ スウェーデン：２００９年までに、2 ヶ所の候補地から使用済燃料最終処分地が選定された。 

・ フランス：地層処分、長期貯蔵、寿命の長い放射性物質の分離・変換処理の三つの方法に

ついて検討中。 
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日本原子力研究開発機構の瑞浪超深地層研究所（岐阜県瑞浪市）及び幌延深地層研究所（北

海道幌延町）においては、第 1 段階「地上からの調査研究段階」、第 2 段階「坑道掘削時の調査

研究段階」、第 3 段階「地下施設での調査研究段階」の 3 段階に分けて調査研究を進めている。

瑞浪（結晶質岩）では平成 17 年 3 月に、幌延（堆積岩）ではでは平成 18 年 3 月に第 1 段階の調

査研究を終了した。これを受け、原子力機構では、双方の第 1 段階での調査研究全体の成果を

「深地層の研究施設計画 第 1 段階研究成果報告書」として取りまとめました。本研究成果報告書

は、瑞浪は「深地層の科学的研究」としての 1 冊、幌延は「深地層の科学的研究」と「地層処分研

究開発」の 2 分冊で構成されている。なお、両地区とも、この場所は研究目的のみに使用するとい

う協定になっているという。 

 

１９. 原子力発電の安全性 

これまでは大丈夫だったから、これからもそうであるとは限らない。人びとの創造を超えたところで

猛威を振るのが天災である。そこには人類の知恵や技術では太刀打ちできない、すさまじい力あ

ることを謙虚に認めなければならない。高速道路建設、ごみ焼却場建設、化学工場、原子力関連

施設、バイオテクノロジー関連施設の建設に際して、必ずと言ってよいほど人々の反対に直面す

る。ここに社会と科学技術との新しい関係を見ることができる。 

 

・ 軽水炉における自己制御性 、 

 ボイド効果：出力が上昇すると水が蒸気になって密度が減り、中性子が減速されにくくなるため、

核分裂を起こす遅い中性子が減少し、核分裂の連鎖反応が抑制される。 

ドップラー効果：出力が上昇すると燃料棒の温度が上昇し、核分裂を起こさないウラン 238 が

中性子をたくさん吸収するようになるため、核分裂を起こすウラン 235 に吸収される中性子が減少

し、核分裂の連鎖反応が抑制される。 

 

・ 放射能を閉じ込める 5 重の壁 

 ペレット、燃料被覆管、原子炉圧力容器、原子炉格納容器、原子炉建屋 

 

主な過去の事故事例 

・ 1957.09.29. キシュチム再処理施設高レベル廃液タンクの爆発事故 

・ 1979.03.28. スリーマイルアイランド（TMI）原子力発電所２号機事故：機器の故障や誤操作、

誤判断による冷却材喪失事故（LOCA）と炉心溶融事故（メルトダウン） 

・ 1986.4.26. チェルノブイリ原子力発電所４号機事故：運転員の数々の規則違反と安全設計上

の問題による原子炉と建屋の破壊事故、隣接するヨーロッパ諸国まで放射性物質が拡散。 

・ 1991.02. 美浜発電所 2 号機蒸気発生器伝熱管破損事象：伝熱管の振れ止め金具の施工不

良による材料疲労破壊 

・ 1995.12.08. 高速増殖炉「もんじゅ」二次系ナトリウム漏れ事故：二次冷却系配管温度計のさや
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管設計が不適切 

・ 1997.03.11. 東海再処理工場アスファルト固化施設の爆発事故 

・ 1999.09.30. JCO ウラン燃料加工施設での臨界事故： 

・ 2004.08.09. 関西電力美浜発電所３号機二次配管破損事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０. 地震対策 

 原子力発電所の安全性で、最も心配されるのは地震災害である。現在の人間の力では、地震の

発生場所、時期、規

模を正確に予測する

ことが出来ないからで

ある。 

 耐震設計審査指針

は原子力安全委員会

が１９７８年に定め、１

９８１年に改定された。その後、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震など相次ぐ大地震を背景に、

２００１年から全面的見直しの検討を開始し、２００６年に２５年ぶりに改定した。主な変更点は（1）

基準地震動設定の厳格化、（2）活断層調査の強化、（3）見つからない活断層にも対応、（4）最重

要設備を拡充、（5）想定を超える地震の可能性、（6）免震構造も可能、などである。その後、2007

年7月に発生した新潟県中越沖地震により、東京電力柏崎刈羽発電所では設計値を大幅に上回

る揺れが観測され安全性に対する不安が生まれた。一方、原子力学会では地震 PSA（確率論的

安全性評価）の実施基準を公表し、耐震補強の目安としたい考えである。即ち、（1）地震の発生

確率、（2）各施設・機器が壊れる確率、（3）炉心が損傷するシナリオを想定、（4）放射性物質が外

部に漏れる確率、（5）個人の死亡リスクを明らかにする。 
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２１. 各種発電方法の中で原子力発電が占める位置 

 各種燃料の発電電力量シェアはオ

イルショック前の 1973 年と最近 2004

年では大きな違いがある。即ち、

1973 年には 3/4 が石油であったが、

2004 年は 10％となって、原子力、石

炭、ＬＮＧの比率が高まった。これに

より昨今の原油価格高騰を最小限に

とどめる効果となって現れている。昨

日（1 月 8 日）の日経によれば東京電

力の電源別の発電コストは石油や天

然ガスを使う火力発電は 2007 年上半期で 9.6 円/ｋｗｈで、5 年前より 3 割上昇し、この間、原子力

は 6 円/ｋｗｈで横ばい、水力は 6.5 円/ｋｗｈで 1 割低下となったという。火力発電は発電コストに占

める燃料費の割合が大きく、燃料価格の影響を受

けやすい。一方、原子力は燃料費の割合が非常に

小さいので燃料価格の影響を受けにくい。一方、原

子力発電は稼働率の影響を受けやすく、地震の影

響とはいえ、柏崎刈羽原発の長期休止は東京電力

の経営に少なからぬ影響を与える。 

 

２２. 原子力発電の経済性 

 原子力発電全体の収益性などの分析・評価を行

った総合資源エネルギー調査会電気事業分科会

コスト等検討小委員会の報告（2004 年 1 月）による

と、運転年数や設備利用率等の前提を変化させ、様々なケースについて分析・評価を行った結果、

原子力発電は、他の電源との比較において遜色はないという結論であった。また、原子力発電の

発電コストは燃料費の割合が大きくないため、燃料価格に左右されにくい特徴がある。  

 

発電所建設費は燃料により大きく異なる。たとえば、原子力 泊発電所 3 号機 約 2900 億円 

91.2 万 kW（出力）平成 20 年 10 月運転開始、水力(揚水型)  神流川発電所  5250 億円 270

万 kW(最大出力）1997 年 5 月工事開始、2011 年 7 月工事完了予定、 天然ガス 市原発電所 約

100 億円 11 万 kW (出力）平成 16 年 10 月運転開始、 石炭 敦賀火力発電所 2 号機 1275 億

円 70 万 kW（出力） 平成 12 年 9 月運転開始。 
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２３. 原子力発電技術者の養成 

原油価格の高騰などで議論されているエネルギー安全保障、ポスト京都議定書に向けた CO2

排出の一層の規制などの面から、原子力発電は世界的にブーム期を迎えようとしている。米国で

は 1974 年以降途絶えていた原子力発電所の新規建設認可が 20 を超え、中国、インド、ロシアと

いった BＲＩＣs でも野心的な原子力発電計画が相次いでいる。欧州でも原子力発電復権の動きが

急だ。その際、原子力発電所の確実な建設実績を有する日本の原子炉および関連産業に対する

期待は大きく、世界の原子炉業界は日本企業が軸となって再編がなされている。日本では、2030

年頃から既存原子力発電所のリプレースも問題となる。しかし、世界に誇りうる日本の原子力産業

の焦眉の課題は人材の確保だ。理工系学生特に原子力関係希望者の減少が懸念される。 

２４. 日本の原子力は、なぜ停滞しているのか 

 石川迪夫は過去３０年間の日米原子力発電所設備利用率を比較し、アメリカは１９９５年までは

50％～60％であるのに対して、日本は 70％～80％で高かったのが、９５年頃から逆転している。そ

の理由を石川は次のように考察している。アメリカは１９９５年までの日本の良いところを積極的に

取り入れ運転方式を改善したのに対して、日本には約２ヶ月の定期検査があり、利用率の上限が

抑えられている。また、一度故障が生じると、アメリカに較べて、停止期間が長くなる傾向にある。こ

の点は国の評価機関、地方自治体、電力会社、メーカー、マスメディアなどが総力を挙げて改善

することが望まれる。 

 

２５. 東京電力福島第一原子力発電所見学 

 2007 年 12 月 21 日東京電力福島

第一原子力発電所の見学会に参加

した。東京新宿からバスで 8.20 に出

発し、バスの中で、東京電力から提

供された 2 本のビデオ（福島第一原

子力発電所の概要、地域との共生）

を鑑賞し、元東電原子力開発研究

所副所長、現「エネルギー問題に発

言する会」主要メンバー 石井陽一

郎氏から「日本の原子力エネルギー

を考えよう」と題する講演を聴いた。

昼前にＪ－Ｖｉｌｌａｇｅ（双葉郡楢葉町）

（東電が建設し、福島県へ寄付、運

営は第三セクター）に到着し、サッカー場を眺めながら昼食をとった。昼食後、福島第一原子力発

電所（双葉軍大熊町）へ移動した。サービスホールで概要の説明があった。1 号機が営業運転を

開始して2007年3月26日で36年、累計発電電力量は 8,446億kWh（平成19年11月末現在）、
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18 年度年間発電電力量は約 283 億 kWh、従業員数 東電 1,059 名、協力企業 305 社 4,484 名、

地元比率 双葉郡内約 74％、福島県内約 93％（平成 19 年 7 月 1 日現在）、発電機 6 基、総出力

469.6 万 kW、形式 BWR。続いて 2 号炉視察、警備は非常に厳重であった。最後に、サイトシュミ

レータを見学、帰路のバスの中では、石井陽一郎氏の講演の続きと質疑応答があり、原子力発電

一色の一日であった。 

 

２６. まとめ 

チェルノブイリとＴＭＩの事故以来、欧米においては新規の原子力発電所の建設は見送られ３０

年となる。その間、わが国は年１基程度の継続的建設需要に支えられ、日本メーカーは技術的ノ

ウハウの蓄積をしてきた。昨今の地球温暖化防止への関心の高まりから世界的に原子力発電へ

の関心が高まっている。いわゆる、原子力ルネッサンスである。今まで、日本のメーカーは国内を

中心とした活動であったが、最近ではアメリカ、フランスのメーカーとに協力体制が一段と進んでき

た。高速増殖炉については米国、フランス、日本の政府の協力体制が整いつつある。 

内閣府が 2005 年 12 月に全国の成人男女約 1700 人を対象に行った世論調査によると、原子

力を「積極的に推進していく」 8.0％、「慎重に推進していく」 47.1％、「現状を維持する」 

20.2％、「将来的に廃止する」+「早急に廃止する」併せて 17.0％。一方、原子力は「不安である」 

65.9％、「安心である」 24.8％、という結果で、不安ではあるが仕方がないと言うのが実体のようで

ある。昔、恐ろしいことの順に「地震、雷、火事、親父」と言われていたが、現在の原子力発電所の

場合、地震（天災）とテロ（人災）が最大の脅威であり充分な対策が求められる。 

電力生産地と電力消費地との関係は石油生産地と石油消費地との関係に類似したところがあり、

電力生産地に於いては将来の地元住民が「原子力発電所を誘致して良かった」と思えるような長

期的かつ永続性のある街づくりが必要である。 

科学技術を利用する場合「絶対的安全性」は確保できないので「それによる便益が災害の危険

性を充分上回らなくてはならない、また、技術という確率論の世界において、どの程度の事故の可

能性を想定するかは専門家の工学的判断にゆだねなければならない。即ち一種の「暗黙知」的

性格を伴う専門家の「相場観」のようなものであろう。原子力発電の場合この「相場観」の許容範囲

が著しく狭いことが諸般の問題を複雑にしているのではないか。 

原子力発電の是非を議論する場合、その技術の安全性やリスクの問題だけでなく、そもそも原

子力技術を利用して営まれる社会の是非といった文明論的論点も含めて原子力利用のあり方を

考えなければならない。 

生産地と消費地が異なることは米、麦、大豆（輸入）、野菜、原油（輸入）、天然ガス（輸入）、材

木（輸入）、レアーメタル（輸入）などと同じであるが、原子力発電の場合、送電ロスとの関係から生

産地と消費地間の距離や地盤など建設地に制約がある。 

高速増殖炉はウラン燃料の寿命を著しく伸ばす究極の原子炉であるが「専門家の相場観」許容

範囲を狭めるものでもあり、国家的コンセンサスが必要であろう。 
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