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原発を考えるためのアタマの整理

・原発を巡る問題を「推進」のための「再稼働」
ありきVS「反・脱原発」という二項対立ではなく、
現実に横たわる問題や日本のエネルギー戦略
から考えていく視野の広さが必要です。

・自治を深化させ、エネルギー自治を進める上
でも原発の問題は避けては通れません。そして、
廃炉と放射性廃棄物の処理には莫大な時間と
コストがかかります。

・世論や俗論に流されない政策思想の軸を考
えるための材料としてまとめてみました。

はじめに
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目次～３つの柱
Ⅰ 再稼働の前に考えること
・新安全基準に適合するかの前に考えるべきことがあ
る。

Ⅱ 「原発なし」ではやれない、という思考
停止に陥らない
・原発をなぜ再稼働するのか？自分たちのエネルギー
の使い方、作り方を考える。

Ⅲ 廃炉の時代を迎える原発
・寿命４０年、廃炉数十年という原発のこれから。
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Ⅰ 再稼働の前に考えること

①福島第一原発は今どうなっている？

②避難計画は本当にできるのか？

③「トイレのないマンション」のまま再稼働する
のか？
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Ⅱ 「原発なしではやれない」という
思考停止に陥らない

①電気代が上がっているのをどうするのか？

②経済が回らない？貿易赤字の犯人？

～お金だけを見ていると見逃すものがあります

③小学生にもわかる再稼働問題、

透けて見える大人の思考停止と無責任
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Ⅲ 廃炉の時代を迎える原発
①廃炉の時代の鳥瞰図

②廃炉への長い長い道のり

③原子力関連の組織改革

④原発をめぐる倫理

⑤エネルギー自治

⑥エネルギー戦略・安全保障

⑦電力市場改革
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Ⅰ 再稼働の前に考えること
•福島第一原発は汚染水の問題がいまだに解
決されていません。廃炉を目指していてもまだ、
目途がついていません。

•政府は避難計画を自治体に丸投げ。３．１１が
起こった今、本当に避難計画はできるのでしょ
うか？

•再稼働すれば使用済み核燃料はさらに出てき
ますし、今までに積み上がっているものもありま
す。加えて、核燃料サイクルも事実上破たんを
しています。
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Ⅰー① 福島第一原発は今どうなっている？

• ３年たっても止まらない汚染水、放射性物質の
漏えいはいつ止められるのか？

• マンガ「いちえふ」から見えてくる現場。放射線
のため、長く働けず、蓄積しづらい技術と多重
の下請け構造。

• 炉心への道のりはまだまだ遠い現状。まずは
炉心での作業ロボット作りから。

• 長い長い廃炉への道のり。その責任体制は？
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Ⅰ－② 避難計画は本当にできるのか？

•原発周辺の３０キロ圏にかかる自治体は避難
計画を立てなければなりませんが、避難計画は
制度上、原子力規制委員会の「安全審査」には
含まれていません。

•避難計画は大都市圏が入っていると、様々な
手順の多さとコストの大きさを前に事実上、不
可能です。（たとえば、東海第二原発の周囲３０㎞圏内の人口は水戸
市も含め１００万人。）

•某市長は「『架空の避難計画』ならいくらでも立
てれるが、『現実の避難計画』なら立てられな
い」と言い切ります。 9



Ⅰー③使用済み核燃料はどうするのか？

•核燃料サイクルが事実上破たんしている現在、あと
数年で使用済み核燃料の貯蔵プールは一杯になりま
す。不都合な現実に目をそらず、再稼働の前に議論す
べきです。

•原発は「トイレのないマンション」と言われてきました。
六ヶ所村の貯蔵プールも一杯でいつまでも置き続ける
ことはできないことになっています。

•ドライキャスクという容器に入れて空冷で保存するに
も保存場所は決まっていません。

河野太郎議員ブログ「ごまめの歯ぎしり」２０１４年７月１９日「再稼働する前に」
http://www.taro.org/2014/07/post‐1500.php より 10



Ⅰのまとめ
•福島第一原発の事故から３年たっても汚染水は止まらず、とて
も「Under Control」とは言えません。長期にわたる事故処理、廃
炉の責任体制をどうするかが、再稼働の前に議論すべきです。

•しかしながら、「再稼働」に向けて動きはじめています。問題は
原発３０キロ圏の周辺自治体の避難計画を立てられないのが
現実です。「架空の避難計画」で再稼働するのでしょうか？

•さらに、再稼働をしたとしても核燃料サイクルは事実上破たん
しており、数年で貯蔵プールは一杯になります。使用済み核燃
料の処理問題をスルーしたまま再稼働するのでしょうか？

→Ⅱではエネルギー全体の中で電力の使い方を掘り下げて
見ていきます。
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Ⅱ「原発なし」ではやれないという
思考停止に陥らない

• 再稼働の議論を前にすると原発推進か反・脱
原発に囚われて、思考停止してしまいます。

• その前に自分たちのエネルギーの作り方、使
い方を見ていくことで、「原発なし」でやってい
けるのか、その課題と条件を見ていきます。

• 省エネ、再エネ、電力市場改革に向けても自
治の現場が最前線になっていることが見えて
きます。
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Ⅱ－①電気代が上がっているのをどう
するのか？

『エネルギー白書２０１４』より 13

表１ １年間の電力使用量の推移



Ⅱー①（１）表１から見えてくる
自分たちの電気の使い方

• 震災後、燃料費の高騰や増税を理由に家庭
用電気代は上がっていますが、電力使用量
（発電量も含めて）は減少傾向です。

• ただし、夏場と冬場で山となる電力需要の傾
向は変わりませんので、効率的、かつ社会的
に対応することが求められています。

• 省エネ、節電で電力使用量を減らし、効率的
に電気を使えば、それだけ必要な設備を減ら
せ、燃料も使わずに済むことになるはずです。
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機関紙NO.419号 歌川学産総研研究員「省エネ・再エネのリアリティ」

Ⅱ－①（２） 省エネ＋再エネで「原発なし」でもやれる
表２ エネルギー構造
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・エネルギーは電力消費だけではない。電力以外にも熱利用、運輸燃料もある。
（発電用等燃料の割合は全体の４割～５割）
・電力でも、電力消費より発電所の発電ロスの方が大きい。



表３ 2030年の省エネ・再生可能エネルギー
化石燃料（と原子力）を大きく減らす技術的可能性
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表４ ２０３０年の省エネ＋再生可能エネルギー
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Ⅱー①（２）省エネ＋再エネで「原発なし」でもやれる

・表２からは火力発電を中心に電力全体では発電時に
６割のエネルギーを排熱としてロスしています。この効
率性を上げることと、省エネと同時並行で再エネを普
及させることで「原発なし」でやれることが見えてきます。

・表３では原発を止めたため、日本の火力発電は２０１
２年の全発電量（約１兆ｋｗｈ）の内、石油発電が約２割
（１７１８億ｋｗｈ）、ＬＮＧが約４割（３９９７億ｋｗｈ）で約７
割を占めおり、省エネ＋再生可能エネルギーをどれだ
け伸ばせるかがポイントです。

・表４からは再エネに加え、省エネと節電を掛け合わせ
ることが重要であることを伝えています。

機関紙NO.419号 歌川学産総研研究員「省エネ・再エネのリアリティ」 18



Ⅱー①（３） ロスをなくすにはエネルギー自治
の現場が最前線

• 火力発電のエネルギーのロスとなっているのは排
熱です。そのため、排熱の活用、さらなる省エネ（設
備の更新も含めて）、再生可能エネルギーの発見と
実用化が重要で、多種多様なエネルギーをかけ合
わせる総合性と戦略性が求められます。

• 省エネの技術はあっても、その導入を決めるのは自
治の現場となります。「お金がない」と言って先送り
するのではなく、やりくりの知恵が求められます。

• ３．１１以後、電気、ひいてはエネルギーを総合的に、
かつ地域社会の課題として考える視野が求められ
ています。
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Ⅱー②経済が回らない？貿易赤字の犯人？
～お金だけを見ていると見逃すものがあります

・原発を止めて、火力発電を動かすために天然ガス（LNG）を大
量に輸入し、それが貿易赤字の原因と言われていますが・・・。

・震災後２年間に約６％の輸入量の増加に対して輸入金額は
約３６％の増加。これは円安と長期契約のガス田からではない
スポット市場の購入によるものです。

年度 輸入量 輸入金額

２０１１ 約８３１８万トン 約５兆４０４３億円

２０１２ 約８６８６万トン 約６兆２１４１億円

２０１３ 約８７７３万トン 約７兆３４２８億円

表５ 直近３年間の天然ガス（LNG）の輸入量と輸入金額

河野太郎議員ブログ「ごまめの歯ぎしり」７月３０日「貿易赤字の裏側」
http://www.taro.org/2014/07/post‐1505.php より 20



Ⅱー③小学生にも分かる再稼働問題、
透けて見える大人の思考停止と無責任

• 先生：電力会社は、これまで安全な投資先と見なされていたので、
日本の銀行や保険会社が株も買っているし、融資もして来たんだ。
電力会社が破産してしまうと、銀行や保険会社が莫大な被害を受
けて、日本経済が大混乱してしまうんだ。

• 太郎：つまり、日本経済が大混乱しないように、規制基準を甘くし
て、必ずしも十分に安全とは言えない原発を再稼働する必要があ
るってことですか。

• （中略、先生は続けて）「電力会社を破綻させて日本経済を混乱さ
せるよりは、本当は世界一安全とは言えないけれども、福島第一
での事故前よりはそこそこ安全性を高めた原発を、事故が起こら
ないように祈りながら騙し騙し使って行くのが日本経済にとって一
番良い」（と大人の本音を指摘しています。）（）内は編集者。

ハフィントンポスト ２０１４円７月３０日中島聡「小学生にも分かる原発再稼働問題」
http://www.huffingtonpost.jp/satoshi‐nakajima/post_8113_b_5631927.htmlより

Ⅱ－③（１）ハフィントンポスト「小学生にも分かる原発再稼働問題」より
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Ⅱ－③（２）払った電気代の行方は？

表６ 日本とアメリカの電力会社の明細書
左は東京電力、右はアメリカの電力会社

東京電力HP http://www.tepco.co.jp/e‐rates/individual/basic/charge/charge01‐j.html
山田光『発送電分離は切り札か』日本評論社 P１４７
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Ⅱ－③（２）払った電気代の行方は？

• 表６から日米両方の電力会社の明細書を比
べてわかるのは、日本では、自分の払った電
気代がどこにどれだけかかっているのか全く
わからないことです。

• 総括原価方式といわれるやり方を止めて、電
力会社のお金の流れを明らかにすることが電
力市場改革の始まりとなります。

• エネルギー資源の輸入金額などうわべの数
字では見えてこないことがまだまだあることが
わかります。
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Ⅱのまとめ
・電気代値上がりはエネルギー戦略なき円安、スポッ
ト買いによるものです。しかし、そこで止まるのは思考
停止です。発電時のロス、電力会社の高コスト、隠ぺ
い体質など変えるべきことはまだまだあります。

・それでもエネルギー資源を輸入に頼る経済構造（ど
れだけ安く調達できるか、そして、経済を回せるだけの
量の確保）が日本のエネルギー戦略の条件となります。
・そのうえ、CO2などの温室効果ガスの排出を減らし、
環境を保護し、安全に配慮することが必要となります。

・そのためには省エネの徹底と分散型システムを中心
とする再生可能エネルギーへのシフトが国内の課題と
なります。

→Ⅲではこれからの原発の在り方を見ていきます。
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Ⅲ 廃炉の時代を迎える原発
• これから原発を電源として考えるときにどのように位
置づけるのか？

• 再稼働をした場合、使用済み核燃料の貯蔵プール
は数年で一杯になります。

• そのうえで、これから迎えていく廃炉の時代にどう対
応していくのか？（廃棄物とその管理をどうするの
か？etc.）

• 核軍縮・安全保障との関係で技術と核物質をどのよ
うに扱っていくのか？

• 図１のように廃炉の時代には原発の位置づけととも
に絡み合う論点が多く、広い視野が求められます。
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図１ 廃炉の時代の鳥瞰図

エネルギー戦略・
安全保障

廃炉原子力関連の組織改革

原発をめぐる倫理

電力市場改革エネルギー自治

原発の位置づけを決める６つの前提
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Ⅲー① 廃炉の時代の鳥瞰図

• 稼働の寿命が４０年とされ、廃炉には数十年
かかります。これから退役する原発がでてき
ます。

• 廃炉が多く出てくる時代を迎える中で、原発
の位置づけを考えるには図１の鳥瞰図のよう
に広い視野が求められます。

• 原発単体だけで考えると見落とすものが多く
あることがわかり、エネルギー全体の中でど
のように位置づけるのかを考えさせられます。
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Ⅲー②廃炉までの長い長い道のり

・廃炉までに主に７つの段階があります。
①運転停止→②核燃料の搬出→③設備の除染→

④安全貯蔵（施設の放射能が減るのを待つ）→

⑤建物内部の解体・撤去→⑥建物の解体・撤去→

⑦廃棄物の処理・処分

・廃炉の年月は数十年にわたり、イギリスの原発では
９０年かかるといわれています。

資料集NO.235 １５「廃炉の時代」、１６「『解体先進国』英の原発」より28



Ⅲー③原子力関連の組織改革

• 福島第一原発事故後廃炉や使用済み核燃
料などの問題は先送りのままです。

• 天然ガス（LNG）による貿易赤字と決めつけて
「思考停止」している戦略なき電力会社、原発
関連の組織改革が課題となっています。

• 国策民営や総括原価方式も含めて、中央集
権、一極集中、隠ぺい体質の改革が必要で、
このままの体制でよいのでしょうか？

29



Ⅲ―④ 原発をめぐる倫理

•原発を経済（お金）だけではなく、「倫理」から
考えることも重要です。

•大飯原発運転差し止め訴訟では命の尊さ、生
存権、人格権と経済活動の比較はできないとい
う判決を出しました。

•ドイツのメルケル政権が脱原発に踏み切った
のも安全を検証する委員会ではなく、倫理委員
会での提言が決め手だったといわれています。
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Ⅲー⑤ エネルギー自治

•自治の深化はエネルギーの自立へとつながっ
ていきます。

•地域のエネルギーの自立が進めば、自立分散
型のエネルギーシステムが必要になります。

•自分たちの使うエネルギーは可能な限り自分
たちで作るという発想が求められます。

•地域のエネルギーの自立では電力だけでなく、
熱などの様々なエネルギーの掛け合わせや省
エネ、節電などの知恵と技術が重要です。
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Ⅲー⑥ エネルギー戦略・安全保障
（１）エネルギー戦略

• エネルギー資源を輸入に頼るという大前提が
あり、核燃料サイクルという戦略が取れない
以上、戦略を練り直す必要があります。

• 手始めはロスをなくし、省エネを促進させるこ
とになります。

• 原発を再稼働するためのコストの大きさは市
場経済になじまなくなります。経済性だけでな
く避難計画、使用済み核燃料の処理方法、処
分地の決定などの社会的コストの大きさもあ
ります。
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Ⅲー⑥ エネルギー戦略・安全保障
（２）エネルギー安全保障

• 原発は核兵器とも不可分の関係。核抑止力
と安全保障のセットからの転換を国際政治の
場面で図れるのでしょうか？

• 石油と天然ガスの輸入が止まる可能性があ
ることを常に忘れず、起こらないようにする外
交努力が必要です。（ヨーロッパではロシアからの天然ガ
スに依存し過ぎないためにも、再エネを普及している。）

• そのうえで、より安く、かつ適切に量を確保し
ていく戦略を平時からつくっていく必要があり
ます。
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Ⅲー⑦ 電力市場改革

• 地域でのエネルギーの自立には発送電分離
などの電力市場改革が課題となります。

• 公正な送電市場を作ることが、異業種からの
発電事業者に新規参入を生み、電力自由化
による競争市場になります。消費者は電力を
どこからどう買うかを考えることが必要になり
ます。

• そのとき原発をエネルギーとしての位置づけ
をどうするのか？非常時の「政策電源」、それ
とも市場で売買される「競争電源」か、考え続
けることが必要です。
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おわりに

•原発を１基たたむにも数十年もかかります。それまで
の間、技術と人材を確保し続けなければなりません。
また、使用済み核燃料や廃棄物の管理にはそれ以上
の時間がかかります。

•原発をエネルギー戦略全体の中で考えることが重要
です。原発を動かす可能性があるのは非常時の場合、
限定的な使い方になるのではないでしょうか。

•自治の現場ではエネルギーの自立をすることが安全
保障上も、地域経済上も重要です。

•原発は核兵器の原料を作れます。このことは国際政
治・安全保障に直結しています。核抑止力に囚われる
だけでなく、テロの標的にもなります。

•以上のことを視野に入れながら原発をたたむにも自
治力の強化が重要となっています。
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