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原子力ルネッサンスを迎えるに当って 

 

ただいまご紹介をいただきました松長でございます。司会のかたから過分なご

紹介を頂き大変恐縮しております。私は生まれは小杉であります。今では射水

市となりました。ずっと富山育ちで殆どが富山勤務ですが、このところ私と女

房と愛犬の桃太郎は石川県民、志賀町の町民であります。久しぶりに富山に来

ましてお話をさせていただくことは大変楽しみであり、また諸先輩を前にして

お話しすることに大変緊張をしております。 

最初に私の口から改めて申し上げておきますと、１９４７年、昭和２２年１１

月１３日木曜日生まれです。干支はイノシシ、八白土星、さそり座の男、血液

はＢ型であります。これだけ申し上げれば、私の性格など少しはご理解いただ

けると思います。 

父親は不二越の東富山製鋼所の所長をしておりましたが、私が中学３年生の時

腎臓病がもとで亡くなりました。そのころから医者になりたかったのですが縁

なく医者にはなれませんでした。富山大学には１浪してはいりました。大学４

年生の時大阪万博に初めて原子の灯りがついたとの報道があったのを覚えてい

ます。たしか。関西電力美浜１号機が運転開始をした年だったと思います。 

 

◎ 原子力ルネッサンスがやってきた 

世界各地で原子力発電所建設の動きが活発化しています。サウジアラビア首長

国連邦（ＵＡＥ）など中東の湾岸産油国やベトナム、インドネシアなどの新興

国や中国、アメリカなどで建設計画が進みだしています。原子力発電が再び脚

光を浴びている背景には、新興国の発展などにより伸びる世界のエネルギー需

要と、深刻化する地球温暖化への対策、そして２００８年の原油高騰に象徴さ

れるエネルギーの安定供給への取り組みがあります。特に欧州では、イギリス、

スイス、スウエーデン、イタリアなど、スリーマイルアイランド原子力発電所

やチェルノブイリ原子力発電所事故以降の脱原子力政策を転換する国が増えて

きています。またアメリカでもスリーマイルアイランド事故以降、３０年間、

新設原子力発電所計画はなかったが、エネルギー価格の高騰と、原子力発電所

の更新もあり、原子力発電所新設への支援策を打ち出した。その結果、３０以

上の新設計画があります。 

この動きはまさに「原子力ルネッサンス」と言えるのではないでしょうか。 

ルネッサンス、それは復興を意味します。歴史的には、１４世紀から１６世紀

にかけヨーロッパで文化と芸術が復興した時代を指します。西洋文明のルーツ

をいにしえのギリシャ・ローマに求め、絵画や文学から科学、哲学に至るまで、

古代ギリシャ・ローマ様式を取り込んでいった。ギリシャ・ローマ文化の復活
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は、中世ヨーロッパを支配してきた信仰のさまざまな足かせを断ち切った。 

本日は、わずか３年間でありますが、北陸電力の原子力本部長として原子力に

真っ向から取り組んだ経験をもとに、原子力発電復興の状況についてお話をさ

せていただきます。 

 

◎ 原子力に至るまで（会社人生・始は水力から） 

私は工学部電気工学科を卒業し、北陸電力に入社してからも原子力部門に配属

されたこともありません。ですから、今日お話しする内容も専門的な話でもあ

りませんし、あれっと思われる事もあるかと思いますので、会社での仕事の経

歴を少しお話をさせていただき、その経歴がこんなふうになったのかと思って

いただければ幸いであります。 

北陸電力に入社して最初に勤務しましたのは、石川県の吉野谷水力発電所での

３交代勤務、そして次の年には金沢営業所の配電の保守の仕事です。１年間で

金沢市内の殆どの電柱に登りました。その間、たまたま見た週刊誌に，公害関

係の国家試験が初めて実施され、将来有望な資格になると書いてありました。

初めての試験だから簡単であろうと思い受けてみました。公害防止主任管理者

という試験に合格しました。これが縁で、３年目には畑違いの火力部に転勤と

なり、福井火力発電所で当社初の排煙脱硫装置の建設に携わり、以来、ほとん

どが火力の仕事をやってきました。平成８年に企画室部長となり４年間いまし

たが、北陸電力の設備全体の取りまとめが主な仕事であり、それに関連して志

賀原子力発電所２号機の建設予算の取りまとめをやっていました。また、原電

敦賀３・４号機の増設について関西電力や中部電力との交渉もやっていまして、

これが原子力の仕事のつながりのはじめであります。常務になりましてから担

当しましたのが土木です。土木は、今では原子力発電所の耐震のバックチェッ

クで重要な役割を担っていますが、私が担当した平成１７年の時点では耐震の

話は殆ど話題になることなく、私も土木部から地震に関する説明を聞いても何

かピントこないというか，よく分からない世界の話だなという程度でありまし

た。当社は、平成１８年３月志賀２号機の運転差し止め訴訟で、金沢地裁の１

審で敗訴しました。耐震問題の点て負けてしまいました。この裁判が関係した

か明確には言えませんが、２５年ぶりで、原子力安全委員会が耐震指針を改定

しました。原子力発電所のプラント全てバックチェックをすることになり、各

社は新指針に基づいて陸域や海域の地質調査を追加することになりました。 

平成１８年１２月、中国電力の水力ダムのデータ改ざん問題が発端となり、経

済産業大臣の指示により、各社は発電設備の総点検をすることになりました。

過去にさかのぼって、データの改ざんや手続きの不備等について調査し、不正

があれば国に報告せよとの事でした。どこまでさかのぼるか、何が対象になる
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のか明確な指示がなかったため、明治時代までさかのぼって調査した会社もあ

ったそうです。 

当社は、役職者の面接や一般社員のアンケート調査により、不正をしたり、不

正を見たたこと又は聞いたことがありますかという調査を行いました。その結

果、８年前の平成１１年に志賀１号機で、定期検査中に停止中の原子炉内の一

部が一時的に臨界状態になったのを国へ報告せず隠していたことが社内調査で

判明しました。この件についてすぐに国、県、町に報告しました。 

それから大変な日々の始まりでした。２号機は定期検査中で停止していました

が、運転中の１号機は国、県、町の指示により停止することになりました。ま

た、原因を調査し、再発防止対策を国に報告することになり、原因に関する部

分は私が責任者になりました。 

新聞記者、特に東京から来た中央紙の記者の朝駆け夜討にはまいりました。夜

遅く帰ってくるとパトカーが止まっていまして、近所の人達がいたんです。女

房に、なにがあったんだと聞くと、不審な車が家の前の空き地に止まっていた

ので、近所の人が警察に電話をし、パトカーが来たところだと。車の中には不

審者ではなく中央紙の記者が２人いて私を待ち構えていた、このようなことも

ありました。 

 

 

また、たまたま３月２５日発電所にいたときのことですが、突然したから突き

上げるような音がしました。その瞬間，地下で爆発が起きたのかと思いました。

それから激しい横揺れが起きました。これが能登半島地震です。どうしてこん

な時に地震が起きなければならないか、ここまで当社に厳しい試練を与えなけ

ればならないのかと思いました。 

志賀の発電所の下は固い岩盤でしたので、その後起きた柏崎発電所のような被

害はありませんでしたが、２号機の低圧タービンは組み立て前の仮組で置いて

あったため地震の揺れをまともに受けてしまいました。タービンの羽根が損傷

していないことが１００％評価出来なかったため、低圧タービンを全て分解し、

タービンの羽根を１枚づつ検査しました。もし、ヒビでもあったら、羽根を新

しく製作するのに１年はかかると言われ目の前が真っ暗になりました。幸い、

点検の結果、全ての羽根は健全でした。このデータは柏崎発電所の役に立った

のではないかと思っています。何が幸いするか分かりません。後に、新耐震指

針でバックチェックする際、能登半島地震で得られた数々のデータで中越沖地

震との差別化を明確に出来、保安院や原子力安全委員会での審査に役立ちまし

た。 
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当社はこのようなことを２度と起こさないため根本原因を分析し、２８項目に

及ぶ再発防止対策を策定し、地元の信頼を取り戻すための活動を全社挙げて取

り組んでいるところです。再発防止対策の中核をなす原子力本部を地元志賀町

に設置し、その初代本部長に私がなりました。女房と愛犬と一緒に志賀町に移

り住んで４年目になります。少々前置きが長くなりましたが、私が原子力の最

前線にでることになった経緯を知っていただき、私の話は少々内容の薄い話と

なりますが、専門家の話とは違うなという感覚でお聞きいただければ結構かと

思います。 

 

◎ 原子力について話そう 

世界は原子力エネルギーを競い合って獲得しようとしています。象徴的なのは

日量１２５０万バレルの生産能力を持つ世界最大の産油国サウジアラビア。ア

ブドラ国王が原子力や再生可能エネルギーの導入を検討する政府組織の設置を

命じた。背景にあるのは、中東産油国で石油需要が急拡大していることです。

中東の人口は３０年あまりで４倍に増え、中東産油国が自らの原油をがぶ飲み

し始めた。サウジの原油需要は２８年までに２.4 倍に増え、日本の消費量の２

倍に当たる８３０万バレルになると想定されています。中東産油国の消費急増

は輸出余力の低下を招き、自らの存在感を弱めることになる。国家的長期戦略

に基づき原子力を選択している。 

 

ここで話しを原子力の基本にもどします。 

一口に原子力と言っても、そのエネルギーを発生させる現象は原子核の崩壊、

核分裂、核融合など様々なものがあります。このうち大きなエネルギーを発生

させるものは、核分裂と核融合です。核分裂とは原子核が分裂することで、核

融合とは複数の原子核が合わさり１つになることです。現在、エネルギーの分

野で実用化されているのは、核分裂によるエネルギー利用です。すべての物質

はたくさんの原子から成り立っており、原子は原子核とそのまわりにある電子

からできています。原子核を１つにまとめているエネルギー、その原子核の結

合エネルギーと呼びます。結合エネルギーの観点から見ると、鉄やニッケルな

どの中くらいの重さの原子核が一番安定しており、重くなるにつれ、あるいは

軽くなるにつれ不安定になります。このため、ウランなどの重い原子核は、分

裂して軽い原子核になろうとする傾向があります。反対に水素等の軽い原子核

は、融合して重い原子核になる傾向があります。不安定といっても比較の上で

の話しであり、原子核としては非常に安定であります。ウランの原子核に外か

ら中性子が飛び込むと、原子核は不安定な状態になり、分裂して２つ以上の異

なる原子核に変わります。この時、膨大なエネルギーが発生します。最終的に
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は熱エネルギーとなり、この熱を発電に利用したものが、原子力発電です。 

原子力開発の歴史が始まったのは、１９世紀末から２０世紀の初めにかけて、

多くの科学者によって原子論が展開され、放射線が発見された時からです。こ

うした分野で活躍した人たちとして、長岡半太郎、レントゲン、キュリー、ラ

ザフォード，アインシュタインなどが挙げられます。１９３８年にオット・ハ

ーンとマイトナーが核分裂を確かめました。しかし、核分裂の発見の時期が第

２次世界大戦と重なったのは、原子力にとって、とても不幸なことでした。１

９４２年、アメリカに亡命していたイタリア人エンリコ・フェルミを中心に、

シカゴ大学で史上初の原子炉が作られ、ウランの核分裂が人の手でコントロー

ルできることが確かめられましたが、これは世界に先駆けて原子爆弾を作ろう

とするアメリカの計画の一環としてでした。 

原子力が平和のため本格的に使われ始めたのは、第２次世界大戦後の１９５３

年、アメリカのアイゼンハワー大統領が国連総会で、「平和のための原子力」と

呼びかけてからです。 

◎原子力発電と原子爆弾の違い 

原子力発電と原子爆弾はともに核分裂によるエネルギーを利用する点では同じ

ですが、その仕組みは根本的に違います。ウランを用いた原子爆弾は、一瞬の

うちにほとんどのウランを核分裂させ、爆発的にエネルギーを放出させるもの

であり、効率よく瞬時に核分裂連鎖反応を引き起こさせるようにウラン２３５

の割合が１00％に近いものを使用します。これに対し、ウランを燃料とする原

子力発電では、燃料中のウランを少しづつ核分裂させ、少しづつエネルギーを

取り出すものであり、一定の規模で核分裂が継続されるように、燃料中のウラ

ン２３５の割合が 3～５％のものを使用しています。 

 

◎ 原子力発電のしくみ 

原子炉で発生する熱で蒸気を作り、その蒸気でタービンを回して発電するのが

一般的な原子力発電です。つまり、原子力発電所は、火力発電所のボイラーの

部分を原子炉に置き換え、これに放射線や放射性物質を閉じ込めるための施設

を付け加えたものと考えることができます。軽水炉では、通常、ウラン２３５

が数％程度含まれるウランを酸化物にして焼き固めたものーこれをペレットと

呼びますがーこれを使用します。ペレットは直径、高さとも１センチメートリ

程度の小さい円柱形であり、これを被覆管と呼ばれる長さ役４メートルほどの

金属製のさやに密封したものものが燃料棒です。燃料棒は、ＢＷＲでは５０～

８０本程度に束ねられ、燃料集合体にくみ上げられます。 

原子炉内での燃料の挙動ですが、ウランには核分裂しやすいウラン２３５と、

核分裂しにくい２３８があります。ウラン２３５は核分裂し、熱エネルギーと
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中性子を放出します。この中性子がウラン２３８に吸収され、プルトニウム２

３９が生成される。このプルトニウム２３９も核分裂し、熱エネルギーを放出

する。 

原子力発電所では放射能を閉じ込めるため、図のように５重の壁があります。

これにより、万が一にも事故が発生した時に外部に放射能が放出されるのを防

いでいます。 

原子力発電所では、異常の発生防止のためいろいろな対策が採られていますが、

もし、異常が発生しても、異常の拡大および事故への発展の防止のため、「止め

る」、「冷やす」、「閉じ込める」ための仕組みができています。新潟の中越沖地

震が発生した時東京電力の柏崎刈羽の２号機、３号機、４号機、７号機は運転

中でありましたが、設計通り安全に自動停止し、原子炉を止める、冷やす、放

射性物質を閉じ込めるという安全確保する上でもっとも重要な機器は正常に働

きました。国の原子力安全保安院が大丈夫であると言いましたが、多くの人は

なんとなくしっくりしないようでしたが、ＩＡＥＡの調査団が柏崎発電所を調

査して柏崎発電所は大丈夫であると発表してから理解が進んだようです。外国

人が評価すると，今まで日本の良さに見向きをしなかったのが、これはいい物

だと言い出す日本人の特性をかいま見た気がします。 

ここで一つジョークを。ある豪華客船に色々な国の人たちが乗っていました。

この船が航行中に停止してしまいまして、みんなでロープで引っ張っていかな

ければならなくなったんですが、どうやって皆を海に飛び込ませるかが問題で

した。そこで、船長はアメリカ人には「今、あなたが飛び込めば英雄になれま

すよ。」言った。そうしたら、アメリカ人は我先にと海に飛び込みました。フラ

ンス人には「いま飛び込んだら、あなたは女性にもてますよ」。フランス人はそ

れを聞いて、いっせいに飛び込んだ。ドイツ人には「飛び込む決まりになって

います」ドイツ人も一斉に飛び込みました。日本人には、皆さんもうお分かり

ですね、船長が言ったのは「皆な飛び込んでいますよ」。そして日本人も無事飛

び込みました。 

 

原子力の仕組みについて簡単にお話しすると言っても、ついつい専門的な話し

になって、なかなか分かりにくい。志賀町に住んで町内の方々と話していると、

よく言われたのは「発電所はフェンスに囲まれているし、警備も厳重なので、

中で何が起きているのか分からない。怖い感じがする」。そこで、発電所は見た

ことがあるのですかと聞いてみると、殆どの方が見たことがないと言っておら

れたので、発電所が停止している機会を捉えて、志賀町の方々を対象とした発

電所見学会、それも運転中は見学できない管理区域まで入ってもらいました。

発電所の設備がどうなっているのか、中で働いている人たちの姿を見てもらう
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ことにより、原子力発電所に対する親近感が得られたと思います。技術屋とい

う者は、専門用語で話すのが一番楽なんですね。簡単に、わかり易く説明しろ

というとなかなかできません。トラブルが起きた時、プレスをすることになる

と 

その文章たるやわかりにくいものでした。わかり易くしろ。おまえの奥さんに

読んでもらって、分かったといわれるように書き直せと、よく言ったもんです。 

 

◎時代が変える常識感覚 

今、地球温暖化問題との絡みでエネルギーのことは、みんながあまり嫌がらず

に考えたり、発言するようになりました。しかし、原子力のことになると、な

かなか話が進まなくなる。すぐに反対派と推進派の話しになり、日常的な会話

が成立しにくい。それはどうしてかということですが、非常に政治的、科学的

だったり、非常に難解だったり、イデオロギーが関りあってきたり、そのよう

な切り口しかなくて、その他の切り口でエネルギー問題を見ているというよう

なことがなかなか提示されないからではないかと思います。 

少し話を変えたいとおもいます。 

今、世界の原子力市場は急速に拡大しています。ロシア、フランス、韓国など

が政府と一体となって市場獲得のため活動しています。日本はどうかと言うと、

最初のころは、ＧＥやウエスチングの技術で発電所を作っていました。日立や

東芝などは単なる据付作業を請け負っていたものです。しかし、日本経済の成

長とともに多数の原子力ﾌﾟﾗﾝﾄを建設することにより技術力を向上させ、原子力

を製作する力も持ってきたのです。日本製鋼という会社をご存知だと思います。

この会社は原子炉の心臓部ある圧力容器などに使う大型鍛鋼品で世界シェア８

割を握り、世界の原子力メーカから頼りにされる存在です。１００万キロワッ

ト級のタービンのロータの殆どは室蘭工場でしか製作できません。フランスの

アレバなど海外企業にも供給しています。日本は逆風の時代にも原子力発電建

設を続け技術力をつけてきたのです。アメリカは製造出来なくなってしまって

います。 

 

世の中が変わり、中国は造船では世界第１位、韓国は第２位となっています。

原子力プラントも中国は技術力を上げてきています。将来１００万キロ以上の

圧力容器や蒸気タービンを製作出来るようになるかもしれません。大きな変化

がおきています。 

日本画の話しですが、日本画を描く和紙をきちんと扱っているところが少なく

なってきているそうです。筆もいろいろな絵で使いますから、種類は沢山ある

のですが、筆職人はどんどん少なくなっていますし、蒔絵を描いたりする筆は
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あるネズミの毛先を使うそうですが、そのネズミ自体がもう絶滅の危機にある

のです。蒔絵の修復ができなくなる時もくるのかもしれません。何を申し上げ

たいかと言いますと、こういうものがあったらいいなと思っても、あり続ける

ためには下支えが山のように必要だという事実です。それを私たちは今の生活

をしていると、つい忘れてしまうのではないでしょうか。 

「日本画があれば良いね」「こういう文化がありますよ」と自慢するときもあり

ます。 

しかし、その表面にあるものが残るためには、その下におびただしい、それこ

そ氷山の一角ではありませんが、上に見えているものは少ししかありませんが、

その下にものすごく大きな氷の塊があるということと同じで、その下には支え

るものが沢山あるのです。 

その部分が見えないから、ないがしろにしてしまうのですが、氷山の下が溶け

てしまうと、上にでている氷はすぐに沈んで無くなってしまうことと同じで、

私は非常に重要なことだと思います。日本の産業や文化を支えている職人さん

や技術というものをないがしろにしていると、いざという時にはそこが空洞化

してしまい、もう一度再現しようと思っても再現できない状況がでてきてしま

うかもしれないのです。原子力や再処理などの技術も同じです。 

 

◎ 危機になって気付く危うさ 

次に食の安全について少しお話します。先頃の農薬混入餃子事件の時国民全体

がものすごく反応しました。また、マグロが食べれなくなるという話しも最近

よく聞きます。私たちは普段どういうものをたべているのか、日本の食糧事情

はどうなっているのか。自給率はどうなっているのかということも、あの事件

が起きてはじめて気付かされたのです。もちろん良く分かっていらっしゃる方

もいますが、一般的にはその時になって初めて気付くということもたくさんあ

るわけです。スーパーやコンビニ行けば食べるものはいっぱいあります。あふ

れるほどあります。日本の食糧自給率はカロリーﾍﾞｰｽで３９％といわれていま

す。私たちがいかに色々な所に食べ物を依存していることがわかると、先頃の

餃子事件ひとつが起きてもパニックになってしまうのです。最近中国の人から

聞いた話ですが、中国人が日本に観光で来たときに買うものは、漢方薬だそう

です。漢方薬は中国が本家ですね。中国の漢方薬には何が入っているか分から

ないから買わない。日本の漢方薬は利かないけど安全だから買います。日本の

食に対する信頼は非常に高いということです。それに比べ、エネルギーはどう

かと言えば、それは皆さんもご存知のように、今、原子力を含めて、日本のエ

ネルギー自給率は１８％ほどです。 

原子力を除いてしまうと、自給率はわずか４％です。食料自給率が３９％とい
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うなかで何か起こると大変な状況になるのにもかかわらず、原子力を含めて１

８％、除いてしまうとたった４％しか自給率の無いエネルギーにかんしては、

農薬混入餃子事件と同じショッキングなことが起きれば，私たちの生活は、足

元から揺さぶられてしまうくらい脆弱なものの上に立っているのであります 

 

 

◎地球温暖化と原子力発電 

早急な地球温暖化対策が必要なことは世界共通の認識であります。現政権は

2020 年までに１９９９０年比で２５％の温室効果ガス排出量の削減を目指して

いる。原子力発電は多くの利点があり、エネルギーの安定確保に大きく貢献し

ています。燃料のウランは政情の安定した様々な国で産出されるため、石油と

比べて入手しやすい。少しの燃料で、多くのエネルギーを発生できるため、燃

料の輸送や貯蔵がしやすい。一般家庭で１年分の電気を発電するのに必要な燃

料は、ウランでは１１グラム、石油は 0.75 トン、石炭は 1.14 トン必要です。

使い終わった燃料は再処理することでリサイクルできます。また、原子力発電

のコストハ他の電源と比べて高くなく、燃料費の占める割合が小さいため、安

定しています。 

原子力は発電過程で二酸化炭素を排出しない電源です。 

 

◎世界の原子力・日本の原子力の状況 

世界の原子力発電所の状況ですが、世界３０ｹ国で４３８基が運転しています。

また、建設、計画中は２７ケ国で１５１基にもなります。さらに、将来構想を

ふくめると３７国で合計２７０基になるとも言われています。特に多いのは中

国の７６基、ロシア２５基、アメリカ２０基であります。特に、中国、インド

は２０３０年までに高速炉６０～９０万キロワット級の商用炉を運転開始する

計画を進めています。今、ウランの埋蔵量は１００年と言われています。ウラ

ンを産出しない中国にとって、ウラン使用効率が軽水炉の６０倍になる高速炉

の開発は国家戦略上当然の選択なのでしょう。 

現在運転中の原子力が一番多いのが、アメリカの１０４基、フランスが５９基、

日本は５４基です。発電電力量に占める原子力比率が一番多いのは、フランス

の７８％、スエーデン４５％、韓国は３４％、日本は２３％であります。とり

わけフランスは自国で発電した原子力の電気を、ドイツ、イタリア、スペイン、

イギリスなどに送電しています。 

日本では５４基のプラントがあります。建設中は２基、着工準備中は１３基に

なります。 

先般、韓国が、ＵＡＥアラブ首長国連邦の原子力発電所入札で４基受注した。
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ＵＡＥの入札には、日米連合、フランスグループと韓国グループの三つ巴の争

いとなった。日米連合は、日立の下にプラント建設（日立・日揮）、運転支援（エ

クセロン、東電）、燃料供給（ＧＥ）という役割分担で臨んだ。フランスグルー

プも日本の体制に似ていて、フランス電力公社が中心となりその下にアレバ社

が参加。これに対して、韓国は国営の韓国電力が受け皿となり、 その下に斗

山重工、現代建設が参加。韓国電力という国そのもの下にメーカが下請けで入

る一元的体制を構築していた。当初、韓国電力は競争から脱落したとメーカか

ら聞いていました。日本の競争相手はフランスであると。フランスは大統領自

らＵＡＥを訪問し、ルーブル美術館の分館設置を提案したりミラージュ戦闘機

を付けますという交渉をしているとの話しがありました。民間で進めている日

本には出来ないまねです。結果は韓国が獲得しました。一番驚いたのはフラン

スでしょう。財界出身の韓国大統領自ら何度もＵＡＥを訪問し、民間では決し

て負えないリスクを国として保障したのであります。６０年間の運転保障とい

う、通常のプラント建設では考えられないようなことを保障し獲得しました、

韓国は、原子力を国家戦略上最重要な輸出産業として展開していくことを強く

印象付けた出来事です。日本のプラントメーカが海外の原子力プラント建設を

獲得出来なくなると，日本の原子力技術の維持、発展ができなくなる可能性が

あります。日本政府もそのことを反省して、ベトナムの第２期原子力建設計画

を獲得するため、くにと、電力事業者、メーカ一体となり原子力受注のための

新会社を設立することになりました。 

 

◎ 日本の原子力発電所利用率はどうして低いのか 

ＵＡＥの入札で韓国が盛んに言ったのは、日本の原子力の稼働率は非常に悪い。

悪いのは原子力の品質悪いからと盛んに宣伝したと言う話しであります。 

かってはアメリカの稼働率より日本の原子力の稼働率は高かった。 

平成２１年度の日本の稼働率は６５％、韓国は９２％、他の国も８０％程を維

持しています。これは計画外自動停止の海外との比較であります。わが国の計

画外自動停止発生頻度は諸外国に比べて非常に小さいです。アメリカと比較し

た表を見ていただいてもその違いは歴然としています稼働率に大きな影響を与

えているのは、運転サイクル期間です。日本では 13 ｶ月だが、アメリカ、韓国

は約１８カ月､ﾌﾗﾝｽは約１５カ月となっている。これには運転中予防保全活動に

かかわる規制と運用が影響しており、アメリカ､ﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞなどが高い稼働率を維

持する大きな要因になっている。日本も保安規制を変更してこれから運転サイ

クルを変更できるようにはなっていますが、まだ実績は出てはいない。 

計画内、計画外の停止も稼働率に影響を与える。各国は、計画内停止は時間を

短縮し、計画外停止は安全を確認した後は迅速に再起動を行っている。その根
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底には、各国とも「原子力発電は合理的判断に基づいた上で、出来る限り活用

すべきである」という思想がある。アメリカでは計画内停止が４０日以下に大

きく減少している。計画外停止では軽微なものは問題を限定して過去の事例を

参考にして速やかに補修作業を行っている。そのため１から 5 日程度の停止で

済む事例が圧倒的に多い。また、停止後の運転再開の判断は基本的に事業者の

責任で行われ、アメリカ原子力規制委員会（ＮＲＣ）が検査、監視を行い運転

を再開するが、原則として地方自治体などほかの組織は介入しない。 

日本の原子力発電所は浜岡発電所を除いて、県・町と安全協定を結んでいます。

県・町が了解を出さないと起動できない仕組みになっています。柏崎刈羽発電

所が地震の後原子力安全委員会が起動しても大丈夫であると認めたにもかかわ

らず、すぐには再起動は出来ませんでした。何故なら、新潟県が独自の技術委

員会を設置して、それに基づいて最終的に知事が判断することにしたからであ

ります。このような違いが日本の稼働率を低下させている一因であると思いま

す。今後日本の稼働率を向上させるには、世界標準にいかに近づけるか、国、

自治体そして事業者の努力が必要であると思います。 

日本の原子力品質は優れているが、その結果を発電所の安全・安定運転につな

げ、地元のかたがたの信頼を得ることが重要であります。 

低炭素化目標を前提として，わが国の原子力発電規模は 2020 年ごろまで６８０

０万ＫＷ程度まで増加し、30 年ごろにはそう発電量の約はんぶんを原子力が担

うと展望されている。長期にわたる軽水炉の維持には、既設炉の効率的運用、

高い設備利用率の確保、効率的な新規炉の導入、高濃縮ウラン燃料の確保など

さまざまな対応が必要です。そのためには、原子力発電所を設計し建設するエ

ンジニアリング能力、原子炉の部品や装置を製造するもの作り力、人材の供給

体制などの技術基盤の継続的確保が不可欠であり、海外展開は国内の原子力産

業のガラパゴス化を回避する大きなチャンスであり，電気事業者にとっても運

用管理面からも大きな効果が期待されます。 

 

◎ 地元の信頼獲得のため 

志賀原子力発電所１号機の臨界事故を報告して以来、全社一丸となって再発防

止対策を実行してきました。 

3 年間地元志賀町で暮らし、直接地域のかたがたのご意見を聞くことが出来まし

た。２号機を再起動し、そして 1号機を再起動することが出来ました。2号機が

運転開始して初めて１・２号機そろって運転することができました。これも、

地元の皆さんの暖かい支援のおかげであると感謝しております。 

 

◎ ウラン燃料のリサイクルについて 
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先般、9電力最後の会社として、ウラン燃料のリサイクル・一般にはプルサーマ

ルといいますが、県・町に協議の開始を申し入れました。 

ウラン燃料のリサイクルの必要性ですが、①ウラン資源の有効利用・高レベル

放射性廃棄物の低減 ②エネルギーの安定供給―回収したプルトニウムを国産

の燃料として活用することで、エネルギーの輸入依存度が軽減され、エネルギ

ーの安定供給に役立つ ③プルトニウムの平和利用―わが国において余剰のプ

ルトニウムを原則として持たないことが、わが国の方針 

プルサーマルとは軽水炉（冷却材に普通の水を用いる現在の商業用原子炉）の

中でＭＯＸ燃料を利用することです。ＭＯＸ燃料とはウラン・プルトニウム混

合酸化物燃料のことで、二酸化ウランの中に少量の二酸化プルトニウムを混ぜ

て、焼き固めて作られます。 

現在のウラン燃料だけによる原子力発電の場合でも、発電の途中でプルトニウ

ムが生成され、プルトニウムもウランと同じように電気を作っていて、発電量

の約３０％はプルトニウムによるものです。プルサーマルでは、燃料にに最初

からプルトニウムが含まれているので、プルトニウムの発電の割合が約４０％

となります。ウラン燃料のリサイクルは豊富な実績があります。フランスでは

２８９４体、ドイツでは２２２０体、世界全体ではこれまでに６０１８対の使

用実績があります。わが国では、２０１０年下期には、玄海３号機で１６体、

伊方３号機で１６体が沿うかされ、現在安定に発電しています。 

 

    以上で私の話を終えさせていただきます。ご静聴、ありがとうござい

ます 




