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中部原子力懇談会

新規制基準にもとづく
原子力発電の安全確保

エネルギーの明日を考える

エネルギーサイト

訪 問 記 第3回

そこが知りたい！浜岡原子力発電所のいま
中部電力（株）浜岡原子力発電所では、大きな津波の襲来に備えて「まず敷地内への浸水を防ぐ」「仮に敷地内が浸水しても
建屋内への浸水を防ぐ」「さらに冷やす機能を確保する」という深層防護の考え方に基づいて対策強化を進めています。

What’s
Up?

ここにフォーカス！ 敷地内が浸水しても「建屋内への浸水を防ぐ」ために
　建屋外にある原子炉を冷却するための海水取水ポンプが浸水により
機能を失った場合に備え、同様の機能を持つ緊急時海水取水ポンプ
（EWS）を防水構造を備えた建屋内に新たに設置。防波壁などで敷地
内への浸水量を抑えたうえで、これを稼働させて速やかに確実に原子炉
を冷温停止に導きます。
　また、敷地内に浸入した水を重要設備のある建屋に侵入させないた
め、建屋外壁の扉は強化扉と水密扉の二重構造とし、既設の防水扉も
水密扉（約200ヶ所）に取り替えています。扉は鋼鉄製で潜水艦と同様
に高い耐圧性・防水性を備えています。
　さらに2013年4月の原子力規制委員会が示した「取水路などから津波
を敷地に流入させない」との方針に対し、「取水槽の溢水対策」（周囲に防
止壁の設置等）を追加して敷地内への浸水防止体策もより強化します。 大物搬入口は約40ｔの●強化扉（上）を

設置し、内側には●水密扉（下左）を設
置。建屋内の機器室も●水密扉（下
右）に取り替え、浸水防止の多重化を
図っています。

詳しくは中部電力HP
「浜岡原子力発電所の今、これから
（安全性のさらなる追求）」を

建屋内への浸水を防ぐ 検索

偉人たちの横顔エピソードでつづる

X線を発見した物理学者は「無欲の人]

ヴィルヘルム・レントゲン 1845年 ー 1923年

大学総長に訪れた幸運の瞬間
　1895年、50歳のレントゲン博士は、ヴュルツブ
ルク大学（ドイツ）の総長 ながら、実験物理学者
として真空放電の研究に取り組んでいました。真
空放電とは、ガラス管の中に電極を封入して電
圧をかけながら真空にすると陰極線という放射線
が出る現象です。11月８日、夕食をとるため部屋の
電気を消すと、ガラス管の近くにある蛍光板が青く
光っていることに気づきました。実験装置のスイッ
チを切り忘れていたのですが、ガラス管は黒い紙
で覆ってあるので陰極線の光のせいではありま
せん。試しにガラス管と蛍光板の間に手を入れる
と、手の骨が映りました。レントゲンは新種の放射
線の存在を確信し、その解明に全力を注ぎます。

特許を取得せず賞金も大学に寄付
　正体不明の光線を、数学で未知の数をXと表
すのになぞらえて「X線」と命名。多様な物質を透
過するが鉛で遮蔽できる、蛍光物質を発光させ
るが熱を伴わない等の性質を突き止めました。そ
して、論文を発表すると世界中で大反響が起こ
り、X線の透過力を利用したオペラグラスまで商
品化されました。医療機器会社は博士を厚遇で
誘い、特許取得をすすめる人も後を絶ちません
でしたが、「X線は人類が広く利用すべきもの」と
全て断りました。そして1901年、X線の発見に対し
て第１回ノーベル物理学賞が授与された際の
賞金も全額を大学に寄付しました。
　1914年に勃発した第一次世界大戦でX線は
兵士の診断治療に大いに利用されました。しかし
レントゲン自身は大戦による超インフレの中で、
困窮のうちに77歳の生涯を終えたのです。

核融合科学研究所
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構
夢の核融合発電をめざして

（岐阜県土岐市）

これはな～に？
詳しくは3ページをご覧ください

放射線出前教室・出張授業を実施します。お気軽に
お問い合わせください。詳しくはHPをご覧ください。
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●参考資料（ホームページ）：内閣府（放射線研究の幕開け）、原子力安全研究協会（X線発見100周年と放射線防護の歴史）、レントゲン博士の生涯、ウィキペディア（ヴィルヘルム・レントゲン）ほか

仮に、津波が防波壁を越えた場合でも、
建屋内への浸水を防ぐ
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屋外の海水取水ポンプの代替となる
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に設置し、速やかに確実に原子炉を
冷却。
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静的触媒式水素
再結合装置
格納容器
トップヘッド
フランジ

原子炉格納容器

原子炉建屋

使用済
燃料貯蔵
プール

炉心損傷により格納容器下部へ落下した
溶融炉心を冷却するための注水ラインを設置

原子炉建屋上部から水素を
排出し水素爆発を防止

格納容器フランジ部が高温で
破損しないよう冷却機能を確保

水素と酸素の
再結合装置に
より水素濃度を
制御

格納容器を
減圧する際、
フィルタ・ベントを通す
ことで放射性物質の
放出量を低減

フィルタ・
ベント

排気筒

可搬型ポンプ

原子炉建屋
トップベント設備

水素検出器

原
子
炉

格納容器に
冷却水を噴射
するための
機能を強化
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新規制基準にもとづく
原子力発電の安全確保
東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故を教訓に、2013年7月、
原子力発電所の安全性をより高めるため新たな規制基準が施行されました。
そこで、同年11月に開催した山本章夫氏による
「エネルギーの明日を考える」講演会の一部を再編集し、
新規制基準にもとづく安全性の考え方とポイントを特集しました。

　2012年6月、我が国の原子力行政の憲法ともいえる「原
子力基本法」が改正されました。これまで単に「原子力の利
用にあたっては安全を確保するように」としていた条文が、
国際的な基準も踏まえ「国民の生命、健康および財産の保
護、環境の保全を図る」と、より明確な表現で安全性の確保
が求められています。これに伴い「原子炉等規制法」も改
正され、東日本大震災のような大規模な自然災害、テロリズ
ムなどの犯罪も想定し、原子力施設で重大な事故が生じた
場合、放射性物質の異常な水準での放出を防止することが
示されました。
　重要な点は「人と環境を護る」と明示されたことに加え、従
来は東京電力（株）福島第一原子力発電所（以下、福島第
一）のような過酷事故には至らないといった想定を「過酷事故
の発生を前提として規制を行う」と180度転換したことで
す。さらに、最新の知見を既存の発電所にも適用を促すバック
フィットの考え方も明示されました。

大きく転換した原子力基本法・原子炉等規制法

　新規制基準では、事業者が原子力発電所の内部・外部で発生しうる様 な々事象
（自然現象から人為的な事故まで）によるリスクの網羅的・包括的な解析を求めてい
ます。そして、ストレステストによって安全上の余裕を評価し、結果を公表します。これ
らは事業者に課せられた最低限の要求項目です。安全性が損なわれる要因は多
種多様で、それらが発電所にどのような影響を与えるのかを推定して安全を確保し
ます。それだけではリスク要因が抜け落ちる可能性があるので「人と環境を護る」と
いう目標を達成するには何をすべきかという視点からも対策を打ちます。この両面
から継続的に対策を行うことで原子力発電所の安全性は高まるものと考えます。

「安全性向上のための評価」を自主的・継続的に実施

　これらの法改正に伴い、2013年7月、原子力規制委員会による
新規制基準が施行されました。その基本は「深層防護の徹底」
です。深層防護とは、複数の安全対策を用意して事故や不具
合が起きても各対策が共倒れにならないよう配慮することです。
　クルマを例に引くと、自動変速（AT）の自動車は、チェンジレ
バーがパーキングやニュートラルの位置にないとエンジンがか
からない。これは急発進による事故を防ぐための設計です。ま
た、急ブレーキを掛けた時に車輪が空転して横滑りしないシス
テムも装備され、衝突事故が起きた場合はエアバッグが作動
して乗員を守ります。こうした多重に安全性を高める考え方が
原子力発電所の設計にも展開されてきましたが、それをさらに
強化・徹底することが新規制基準の主眼です。
　基本的には、3.11の地震・津波を教訓に、まず長期間の電源
喪失を防ぐ対策や地震・津波への対策を強化し、炉心損傷を
防止します。それでも炉心が損傷して格納容器で放射性物質
を閉じ込める事態になった場合は格納容器を守る。さらに、放
射性物質の大量放出を防ぐといった多段階の対策を施します。
（次ページ参照）

「新規制基準」によって深層防護の徹底を

名古屋大学大学院教授
山本 章夫 氏
京都大学大学院工学研究科原子核工
学専攻修了。原子燃料工業（株）を経て、
名古屋大学大学院助教授に就任。現
在、同大大学院教授。
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知見をもとに
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自主保安

【 従 来 】 【 新 規 制 基 準 】

自然現象に対する考慮
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信頼性に対する考慮

電源の信頼性
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その他の設備の性能

耐震・対津波性能

放射性物質の拡散防止

意図的な
航空機衝突への対応
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深層防護の
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外部電源2ルート化

特定重大事故等対策施設

電源車

フィルタ・ベント
緊急時対策所

5年後までに設置予定

水密扉

防潮堤

地下構造調査

ボーリング調査

活断層の調査

淡水源

消防車・ポンプ車

火災

地震

津波

火山 竜巻 山火事

A
●津波に対する基準の厳格化
過去にあった最大の津波を上回るレベルを基準に、防潮堤
などで敷地内への水の侵入を防ぐ。敷地に水が浸入しても
重要な建屋に水を入れないよう水密扉などを設置。防護施
設は原子炉圧力容器などと同様に、耐震設計で最も高い
「Ｓクラス」に。

●活断層の認定の厳格化
12～13万年前までに活動した地層か否かを確認し、活動が
不明な場合は40万年前まで遡って確認する。

●地震の揺れに加え地盤の揺れや変形に対する基準の明確化
Ｓクラスの建物・構築物は、活動性のある断層などの露頭のない地盤に設置。

炉心損傷の防止（過酷事故対策）B

◆対策例

設計時の想定を超える事態を前提に、燃料が
大きく損なわれる「炉心損傷」に至らない対策
を行う。具体的には、原子炉停止に失敗（制
御棒が入らないなど）、原子炉の冷却に失敗、
原子炉の減圧に失敗など、事態が悪化しない
よう各段階で対策を施す。

原子炉の減圧機能が失われた場合に備え、
主蒸気を逃がす弁を手動で開けられるハンド
ルを設置。

津波対策の例

格納容器の破損防止（過酷事故対策）

炉心損傷の発生を想定し、放射性物質を閉じ込める格納容器の破損を
防ぐ対策を講じる。炉心が損傷すると格納容器の中が高温・高圧になり
容器が壊れる恐れがある。これを防ぐため容器の冷却や減圧、さらに容
器内の気中の放射性物質量を低減する。
●溶融炉心の冷却（格納容器の破損を防ぐためポンプ車やホースなど
の注水設備を配備）
●格納容器の除熱・減圧（格納容器内の圧力・温度を下げ、放射性物
質を低減しつつ排気するフィルタ付きベントシステムを設置）
●格納容器下部に落下した溶融燃料の冷却対策
●格納容器内の水素爆発の防止対策
●原子炉建屋などの水素爆発防止

長時間の電源喪失の防止E放射性物質の拡散抑制D
格納容器が破損した場合を想定し、放水銃などを装備する。多くの放射性
物質は水に付着して下に落ちる性質があるので、放水により敷地外への拡
散を抑える効果が期待できる。

　火山、竜巻、森林火災な
どへの対策も大幅強化。例
えば、風速100ｍ/秒の竜巻
に見舞われても重要な機器
が壊れないなど。また、ケー
ブル火災などが発生しない
よう建物内の火災対策も強
化。他にも、建屋内の貯水
タンクの水が漏れて重要な
機器が水に浸かり機能不
全にならない対策も施す。

外部電源（送電線）を2ルート以上確保するほか、すべての交流電源の喪
失に備え、電源車、建屋とは別の場所に発電機などの電源を配備する。

自然災害や火災への対策強化

　航空機によるテロに
備え、原子炉建屋とは
別に独立した強固な
建物の中に、原子炉
を冷却するためのポン
プ、水源や電源、必要
な制御機能を用意。
二つの建物が同時に
破壊されないための対
策も検討する。

意図的な航空機衝突など
への対策（テロ対策の強化）

C
福島第一原子力発電所事故を踏まえた

新規制基準の対策

地震発生

津波発生

多重故障及び共通要因故障
非常用DG／直流電源喪失

炉心冷却機能喪失

炉心損傷通信・計装
機能不全など

格納容器破損、
原子炉建屋への漏えい

原子炉建屋の水素爆発

環境への大規模な
放射性物質の放出

原子炉停止

非常用ディーゼル発電機（非常用DG）
／炉心冷却系起動

状態把握・プラント
管理機能の強化

外部電源喪失

A
地震や津波などに
対する耐性強化

E
長時間の
電源喪失の防止

D
放射性物質の
拡散抑制

C
格納容器の破損防止
（過酷事故対策）

B
炉心損傷の防止
（過酷事故対策）

対策（A～E）

自然災害

航空機衝突など

図出典：電気事業連合会ホームページより
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（岐阜県土岐市）

大学共同利用機関法人  自然科学研究機構

核融合科学研究所中部地方を中心に、エネルギーの
安定供給や次世代に向けた先端研究に
関わる施設をシープレス編集部が訪問し、
その取り組みをご紹介します。

核融合とは、どんな現象？ 研究の狙いは？
　土岐市と多治見市の市境の丘に建つ「土岐プラズマ・リサーチパーク」。
その一角にある「自然科学研究機構・核融合科学研究所（核融研）」は、
世界の最先端をいくプラズマの研究機関です。
　ここでは、太陽のように水素原子同士を衝突させて熱エネルギーを得
る核融合発電のための学術研究を行っています。

　核融合とは、どんな現象なのでしょう。所長の
小森彰夫さんは「物質を構成する原子は、原子
核と電子で成り立っています。その原子核同士
がくっついて、より重い別種の原子核になるのが
“核融合”です。その代表が太陽で、水素の原子
核同士が融合してヘリウムの原子核になる際に
質量がわずかに軽くなり、それが膨大なエネル
ギーに変換されて輝いているわけです。私たちの

研究は、いわば地上で太陽を再現するようなものです」と解説されました。
　核融合という言葉の印象からウランを連想
しがちですが、核融合に必要な燃料は、ウラン
ではなく海水中に含まれる重水素とリチウム
（三重水素の原料）で、資源は無尽蔵です。核
融合エネルギーは、発電に利用できれば3ℓの
水と0.3ｇのリチウムから日本の一人当たりの
年間電気使用量をまかなえ、CO２の発生もあ
りません。これが資源の枯渇や地球温暖化の
影響が深刻になる中で、核融合発電が究極
の発電技術といわれる所以です。

夢の核融合発 電をめざしてエネルギーサイト

訪 問 記

検索核融合　見学

http://www.nifs.ac.jp/kengaku/

新ナビゲー
ターの横田で

す

今回は、究
極の発電

技術と

いわれる核
融合発電

をめざす

研究の最
前線をご紹

介します。

第3回

大型ヘリカル装置（LHD）の外観。手前の人物と比べると大きさが分かります。

LHDの内部にある１億℃の高温プラズマを閉じ込める真空容器。
巨大な龍を思わせるステンレスと黒鉛タイルで覆われたチューブの
中には超電導磁場コイルが入っています。実物大モデルも展示。

宇宙ロケットの管制室のような装置の制御室。
ご説明いただいたのは、実験統括主幹の竹入康彦さん。

◆原子力発電との違い

燃料に必要な重水素とリチウム（三重水素の原料）は、
海水中に含まれています。

小森 彰夫 さん
核融合科学研究所所長

核融合

エネルギー

エネルギー

核分裂

原子の力を利用することは同じですが、エネルギーの発生方法が
異なります。

原子力（核分裂）核融合

核融合発電は軽い原子の原子核
同士がくっついて、別の重い原子
核になるときのエネルギーを利用し
ます。

原子力発電は重い原子の原子核
が分裂して、別の軽い原子核にな
るときのエネルギーを利用します。

＋ ＝

水3ℓ
重水素0.1ｇ

携帯電話の電池
リチウム0.3ｇ

一人当たりの
年間電気使用量

リチウムは海水中にも
豊富に存在します。

3ℓの水と0.3グラムのリチウムから、
日本の一人当たりの年間電気使用量を
発電することができます。

（7.500kW/h）

※核融合科学研究所では、三重水素（トリチウム）を使用した実験は行いません。

まずプラズマ状態を安定保持する技術を確立
　核融合を発生させる前提条件は次の3点です。①原子を
原子核と電子にバラバラにした「プラズマ状態」にする　②そ
のプラズマを1億℃以上の超高温、1cc当たり100兆個以上
の高密度にする ③1秒間以上閉じ込める。
　プラズマは蛍光灯の中でも形成される身近な現象で、温
度は1万℃に達しますが、プラズマの密度（数）が大気の千
分の4程度と非常に小さいのでガラスに触れても危険はあり
ません。自然界の稲妻やオーロラも同じプラズマ状態です。
　プラズマ状態の原子核はプラスの電荷を持つため、その
ままでは原子核同士は反発します。これを融合させるには、原
子核の速度を秒速千Km以上、つまり1億℃以上にして衝突
させる必要があります。核融研では、そこへ至る初期段階とし
て、世界最大の実験装置「大型ヘリカル装置（LHD）」（前
ページ写真）で水素原子を加熱して超高温プラズマを作り、
真空中に直径約８mの“磁場のかご”をつくり、その中でプラ
ズマを宙に浮かせたまま保持する研究を重ねてきました。

　そして、1998年に初めてプラズマを生成以来、電子温度
は１億℃以上に到達し、プラズマ状態を1時間以上保つなど
大きな成果を挙げています。

今世紀半ばの実用化をめざし次のステップへ
　核融研が次のステップと位置づけているのが、重水素を使っ
た実験です。重水素は水素原子に比べて中性子を1個多く持
ち質量が大きいため、速度が同じであればエネルギーが大きく
（温度が高く）、装置を大型化しなくても核融合条件に近い高
温・高密度のプラズマ研究を進められます。ただ、重水素のごく
一部が核融合反応を起こして、微量ながら放射性物質のトリチ
ウムが発生します。そのため、核融研は地域住民に対策（回収・
除去など）を説明して理解を求める活動を続け、2013年に各自
治体と合意書を締結し、2016年に実験を実施する計画です。
　核融合の研究は世界各国で行われ、フランスでは日本・米
国・EUなどが連携した国際熱核融合実験炉（ITER：トカマク
型、熱出力50～70万kW）が建設中で、2019年に実験に入
る計画です。小森さんは「克服すべき技術的な課題はありま
すが、世界中の研究者が協力してこれを乗り越え、今世紀半
ば頃には核融合発電所が稼働し、世界の発電の何割かを担
うようになるでしょう」と予測しています。

冷却材 熱交換器 蒸気ブランケット

シールド

プ
ラ
ズ
マ トリチウム

分離精製
装置

トリチウム

蒸気
タービン

水中性子

海水

発電機

電気

復水器

燃料注入装置

重
水
素

水素製造

核融合
エネルギー 熱エネルギー 運動エネルギー 電気エネルギー

水素エネルギー
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固体
第1の状態

反応前

物質が
エネルギーに変わる

E＝mc2

軽くなる 反応後

重水素 三重水素
中性子 ヘリウム

第2の状態
液体

第3の状態
気体

第4の状態

原子
原子核 電子

プラズマ

核融合反応を起こして、エネルギーを取り出すには、1ccあたり100
兆個以上の密度のプラズマの温度を1億℃以上にして、1秒以上閉じ
込めなければなりません。

将来の核融合発電では、重水素と三重水素を核融合反応させる時に
発生する膨大なエネルギーを利用します。

プラズマとは、原子を構成する原子核（イオン）と電子がばらばらに
なって自由に飛び回っている状態のことを言います。

核融合科学研究所では、大型ヘリカル装置（LHD）を用いて、高温・高密度プラズ
マを生成し、将来、核融合炉を実現するために必要な学術研究を行っています。

熱（エネルギー）

核融研で異次元の世界を体験できます

●SF映画の気分で大型ヘリカル装置（LHD）を探検
　ヘリカル装置の内部をバーチャル（仮想現実）の3次元空間として体
験できます。迫力ある立体画像の中を特殊なメガネをかけて歩き回る
気分はSF映画の主人公になったようです。この装置は、プラズマ粒子一
つ一つの動きを観察したり、プラズマを閉じ込めている磁場の構造を調
べるために開発
された装置で、実
験結果の解析や
核融合炉の設計
に活用されます。

●見て・触れて・感じる「真空・超伝導・プラズマ」体験コーナー
　真空の世界では、しぼんだ風船がプッと膨れたり、水が急激に沸騰し
た直後に凍ります。超電導になると模型の列車がレール磁石の上を浮上
して走ります。また、透明ボールの中でプラズマを発生させて、その様子
を観察することができます（写真）。こうした
科学実験を学校やイベント会場の出前授業
でも開催し、科学の面白さとともに核融合
の理解に役立てています。

核融研の

見学希望
の方は、

こちらへ
アクセス

◆核融合発電の仕組み
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みんなで考えよう！日本のエネルギーと私たちの生活
──あなたが選ぶエネルギーは──

講演会（要約）【2013年10月8日：静岡県静岡市】

　日本のエネルギー源（電源）は、水力と石炭、次に石油、さらに原子
力と天然ガスが加わり、時代とともに比重を変えながら生活や産業を
支えてきました。エネルギー政策は国際情勢により大きな影響を受け
ますが、最たるものが1973年のオイルショックです。これによって「資
源量の確保」が第一となり、電源の多様化が進められました。そして
「電力の安定確保」が満たされると、「経済性」に視点が移って電力
が自由化され、さらに地球温暖化防止に向けた「環境性」が重要な
テーマになりました。
　こうしてエネルギー政策には、安定供給・経済性・環境保全のバ
ランスが求められ、2010年は原子力とＬＮＧがともに約3割ずつ、石
炭が２.5割、石油が1割弱、残りが水力を含む再生可能エネルギーと
いう電源構成となりました。しかしながら、2011年の東京電力（株）
福島第一原子力発電所の事故を機に原子力はゼロになり、代替分
を化石燃料（天然ガス・石油・石炭）に依存している状況です。

澤　昭裕 氏
さわ 　　　あき　ひろ

一橋大学経済学部を卒業し通商産業省に入省。経
済産業省産業技術環境局環境政策課長、資源エネ
ルギー庁資源燃料部政策課長を経て、東京大学先端
科学技術センター教授。2007年より現職。

日本経済団体連合会
21世紀政策研究所 研究主幹

　講演会の前半では、放射線の種類・単位・性質、
身のまわりの放射線など基礎的な知識を学びま
した。中でも、人類は様々な放射線が存在する中
で誕生し、私たちの身体からも放射線が出ている
こと。宇宙・大地・空気・食べ物からも放射線を受
けていて、放射線は特別なものではないというお
話が印象的でした。岡田先生は、小中学生向けに

描かれた親しみや
すい絵を使って説
明され、放射線が
身近なものに感
じました。

日本のエネルギーの進路は、原子力発電の在り方、
経済成長とのバランス、自然エネルギーの普及と国民負担、
地球温暖化対策などが絡み合い、大きな岐路に立たされています。
私たちは数多くの課題にどのように向き合い、どんなエネルギーを
選択していくべきか。澤先生から様々な問題提起をいただきました。

放射線や放射性物質に不安をお持ちの方が少なくありません。
中部原子力懇談会 静岡支部では、皆様に正しい知識を得ていただく
場として、2012年度から継続的に放射線講演会を開催しています。
13年度は、特に関心の高い「食品と放射線」に焦点を当て、
参加者の方々がワークシートを使って食品から受ける放射線量を
計算するなど新たな試みも取り入れました。
今回は、11月12日に浜松市で開催した講演会の様子をご報告します。

　原子力発電が信頼を構築する上で乗り越えねばならないのが、
福島第一の事故による被害者への賠償です。東京電力は、政府支
援のもとで賠償・廃炉・除染費用など10兆円以上の費用を負担しま
す。これは原子力損害賠償法に基づくもので、事業者には「無過失
責任」と「無限責任」が課せられています。つまり電力会社は国の
安全（規制）基準を守っていても大事故を起こせば全ての賠償責
任を負うわけで、この枠組みは新たな安全（規制）基準の施行後も
変わりません。安全（規制）基準は、原子力発電所を運営してよいと
いう最低限の安全性に過ぎず、運営中の安全確保は事業者の自
主努力に任されます。だからこそ事業者間で安全性の高さを競っ
ていく文化を醸成する必要があるのです。

　アメリカでは事業者同士が相互に原子力プラントの安全性を点
検・監視する制度があります。これは大事故に備えた基金を共同
拠出していて、他社が大事故を起こせば自社も巨額の損害を被る
からです。日本もこうした相互監視の仕組みを構築する必要があ
ります。また、今後の電源バランスを考えた場合、原子力を2割は維
持しないと、既存の発電所の安全性を保つ上で、技術や人材基
盤の維持が難しくなります。敢ていえば、再生可能エネルギーが２
割、残る６割を火力発電（石炭3割、LNG3割）で賄うような配分が、
戦略的かつ現実的であると考えます。

　2012年末の政権交代によってエネルギー政策が見直されていま
す。経済再生に向けた成長戦略を基点に、温室効果ガス25％削減
目標は白紙に戻されました。一方で、福島の事故を教訓とする原子
力依存の低減、化石燃料輸入の急増による貿易収支の悪化、電気
料金の上昇による生活・産業への影響、再生可能エネルギーの普
及を図るためのコスト負担などが議論となり、あらためて安定供給・
経済性・環境性のバランスを見極めた電源のベストミックス像が模
索されています。
　これを考える上で、重視すべき問題は多々あります。例えば、原子
力発電を火力で代替し続けた場合の家庭・企業の電気料金のコス
ト負担は巨額です。また、脱原発を目指す場合、原子力技術を担う
新たな人材採用・育成が困難となり、既存発電所の安全性が弱体
化するリスクも懸念されます。さらに、再生可能エネルギーを普及さ
せるための「固定価格買取制度」は、国民の負担額が今後も上昇

し続けることが周知されていません。
この制度を先行したドイツでは、1世
帯当たりの負担増加に耐えきれず、
新規の発電事業者からの買取を停
止する方向へ舵を切りました。

電力問題とエネルギー政策

冷静に課題・問題点を整理してエネルギーの選択を

原子力発電が信頼を構築していくために

おたよりコーナー おたよりありがとうございます！ 編集室に寄せられたご意見・ご要望をご紹介します。

・今、どうしてこうなっているのか。流れをつかむこと
が大切だ。そのために、歴史を調べる事は不可欠
である。将来の事を考えるためにも。

【愛知県岡崎市  匿名】

・電気は必要です。時代にあった発電方法全て、
メリット・デメリットがあります。いかにデメリットを
少なくして行くのかが今後の重要課題になると
思います。 【愛知県名古屋市  青木芳和さま】

・浜岡原子力発電所防波壁の見学会が開催されて
いるようですね。多くの方に現在の状況を目で見て
触れてもらう、そしてその場で見たことについて意
見を言ってもらう事が大切だと思います。

【静岡県焼津市  大石 昌弘さま】

・資源の少ない日本では安全な原子力発電に依頼
する事が第一であると思う。中電の浜岡原発は是
非成功させてもらいたい。【三重県亀山市  近藤 淳さま】

特集「原子力・エネルギー・
放射線の今と未来を伝えて第１００号」について 　編集室より　おたよりありがとう

ございます。１００号では創刊から３０
年間の歴史を主な社会の出来事と
ともに特集しました。寄せられたおた
よりからは、過去の出来事の再認識
や今後のエネルギーに対してのご
意見を頂きました。これらのご意見を
ありがたく受け止め、引き続き、正確
な情報発信を心掛けて参ります。

▼

今後の行事予定 詳細・参加希望については、当会ホームページまたはTEL052-223-6616までお問い合わせください。

開催日 場 所 演 題

豊橋市 名豊ビル 新館８Ｆ
コミュニティホール

放射線とその健康への影響

■ 講演会

講 師

名古屋大学名誉教授
前名古屋大学医学部保健学科教授青山 隆彦 氏～正しく知って、正しく怖がるために～

「よくわかる放射線講座」【名古屋本部開催】　主催：中部原子力懇談会

※参加申込締切日：平成26年3月5日（水）

平成26年3月12日（水）
15:30～17:00（15：00開場）

参加費無料

【 】

食品と放射線のこと一緒に学びませんか？
岡田  往子 氏
おか　だ　 　ゆき　こ

日本大学農獣医学部水産学科卒業。千葉大学
博士（理学）修得。原子力材料の微量成分の分
析、放射能測定をはじめ、福島支援（幼稚園の放
射能測定支援、20km圏内の環境物質の測定、
放射線教育など）にも力を注ぐ。

東京都市大学 原子力研究所 准教授
男女共同参画室 室長

正しく知ろう放射線

　コーヒーブレーク後、放射線の人体への影響を学びました。内部被
ばくや外部被ばくすると、受けた放射線量によって細胞のＤＮＡが傷
つき、修復できない場合にがんや白血病のリスクが高まること。100
ミリシーベルト以下の線量では、人体への影響は、明確には確認され
ていないこと。また、日本の食品中の放射性物質の規制値は、欧米に
比べて格段に厳しく、福島県やその周辺の県から流通している食品
は検査済みなので、心配ないことなどを教えていただきました。

放射線の何に注意
すべきか

　私たちは、食べ物からどれくらい内部被ばくして
いるのか。全員に、主食（ご飯）・副食（肉・魚・野菜な
ど）・飲料（牛乳・紅茶など）ごとに含まれる放射性セ
シウムと放射性カリウムの数値が記入されたカード
が配布され、これをもとにワークシートに記入しなが
ら1日および1年間に
受ける放射線量を割
り出します。どなたも
家計簿をつけるよう
に電卓を使って計
算しました。

食品から受ける放射
線量を

計算してみよう

約80名の
方が熱心に

聴講されま
した。

コーヒーとクッキーで一休み（左）。また、高性能の「霧箱」で
自然放射線の飛跡を目で観察。

岡田先生の講演内容は、当懇談会ホームページ「講演録」に掲載します。（3月中旬に掲載）

澤先生の詳しい講演内容は、当懇談会ホームページ「講演録」に掲載しています。

原子力発電を火力で代替した場合のコスト増

2,745億kWh × 12.5－1円/kWh ＝ 3.16兆円
（油価上昇の場合） 3.4兆円

3.8兆円
（2012年5月14日政府発表）

（2011年7月29日政府発表）

1ヶ月あたりの
電気料金で見ると

●家庭（300kWh/月）
●中規模工場（25万kWh/月）
●大規模工場（240万kWh/月）

1,000円以上増
75万円以上増
720万円以上増

電気料金約2割以上上昇のリスク！

（原子力発電の発電量） （燃料代替に伴う価格上昇）

最新推計では

●原子力損害賠償制度の概要
損害額

原子力損害賠償責任保険

原子力事業者による
賠償負担=無限責任

必要と認めるとき
政府の援助
（原賠法16条）

被害者の救助及び
被害の拡大の防止の
ための必要な措置

社会的動乱、
異常に巨大な
天災地変

原子力発電所の場合
1事業所あたり
1,200億円

責任主体なし

一般的な事故

原子力損害の範囲等の判定指針
和解の仲介

地震、噴火、津波

（原賠法17条）

原子力損害
賠償補償契約

事業者免責

政
府
の
措
置文

部
科
学
大
臣

民間保険契約

賠償措置額

承認

政府補償契約

原子力事業者

+

賠償 措置

被 害 者

（無過失責任・責任集中）

原子力損害賠償
紛争審査会 あおやま　たかひこ

【 】 What's Up?
「そこが知りたい！浜岡原子力発電所のいま」について【 】
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