
内閣府 原子力政策担当室 原子力戦略・意見募集担当 あて 

ＦＡＸ：（０３）３５８１－９８２８ 

 

（ご意見提出様式） 

原子力委員会 「成長に向けての原子力戦略(案)」に対する意見募集 

（募集期間：平成２２年４月２7 日（火）～５月２０日（木）１７時まで（郵送の場合は同

日必着）） 

１．氏名 
早川光俊 

 

２．年齢 

次のいずれかにチェックをお願いします。 

 

□１０代以下 / □２０代 / □３０代 / □４０代 

 

□５０代 / ■６０代 / □７０代 / □８０代以上 

３．性別 
次のいずれかにチェックをお願いします。 

■男 / □女 

４．職業 
NPO 法人地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA）専務

理事／自然エネルギー市民の会（PARE）事務局長／弁護士 

住所 
大阪市中央区内本町２－１－１９－４７０ 

 

電話番号 
06-6910-6301 

 

FAX 
06-6910-6302 

 

５．連絡先 

電子メール 
office@casa.bnet.jp 

 

６．ご意見の対象箇所 
全体に対する意見 

 

７．ご意見の概要 

原子力発電には、①エネルギー安全保障、②安全性、③経済性、

④放射性廃棄物の最終処分、⑤破壊活動に対する脆弱性などの問

題がある。すべて論点についてデータを公表し、民主的・国民的

議論がなされるべきである。 

８．ご意見及びその理由 

「成長に向けて原子力戦略（案）」（以下、「戦略案」という）は、

25％削減目標や、「グリーン・イノベーション」、「ライフ・イノ

ベーション」などの戦略に、「原子力科学技術の推進に係る取組

が重要な貢献を行い得る」とし、「2020 年迄に成果が得られる取

組み及び 2020 年以降に貢献が期待される長期的観点から取組み

を検討し、この戦略の一環として重点的に推進するべき施策の基

本的考え方を取りまとめた」とする。 

しかし、この「戦略案」には、原子力発電のメリット、デメリ

ットについて公平・冷静に評価する視点が欠如している。原子力

発電には、①エネルギー安全保障、②安全性（地震を含む）、③

経済性、④放射性廃棄物の最終処分、⑤破壊活動に対する脆弱性

などの問題がある。エネルギー安全保障については、CASA ではボ



トムアップモデルとマクロ経済モデルを統合した「CASA 2020 モ

デル」を用いて、原子力発電を運転開始後 40 年で順次廃炉にす

る前提で 2020 年の CO2 排出量について試算したが、既存の技術

を導入し、再生可能エネルギーを大幅に導入することで、90 年比

でエネルギー起源の CO2 を 25.8％削減できるとの結果になった。

原子力発電に頼らなくても、エネルギー安全保障を満たしなが

ら、CO2 を削減することは可能である。経済性についても、原子

力発電が稼働した 1970年から 2007年までの発電単価を分析した

最近の研究（「再生可能エネルギーの政治経済学」大島堅一；東

洋経済出版社）で、原子力発電は水力や火力に比してむしろ割高

な電源であるとの結果になっている。またCO2排出量の検討でも、

原子力発電は再生可能エネルギーに対して環境性では劣るとさ

れている（前著）。また、ドイツなどでは、破壊活動への脆弱性

が原子力発電を止める大きな要因となっており、この点について

の検討も必要である。原子力発電については、これまでまったく

国民的議論や住民合意もなく推進されてきた。そのことが、各地

で原子力発電の建設を断念せざるを得ない状況を生んだ大きな

理由である。これからも、同じ手法で原子力発電を推進できない

ことは明らかと言わねばならない。 

原子力発電については、すべてのデータを公表し、民主的・国

民的議論がなされるべきである。 

 

６．ご意見の対象箇所 
（１頁下から４行目から３行目）「高い安全性を実現できる」と

の記述について。 

７．ご意見の概要 

原子力発電はいったん事故が起こると、他の電源と比べものにな

らない被害が生じる。安易に「高い安全性を実現できる」などと

記述すべきではない。 

８．ご意見及びその理由 

戦略案は、原子力発電は「施設には大量の放射性物質を内在し

ているけれども、深層防御の考え方に基づく安全設計や安全管理

を採用していることによって、高い安全性を実現できる」とする。

しかし、つい最近でも、1995年12月のナトリウム漏れ事故以来、

14年半ぶりに運転再開した1995年12月のナトリウム漏れ事故以

来、14年半ぶりに運転を再開した高速増殖原型炉「もんじゅ」に

おいて、再開直後に放射能漏れの検知器が誤作動したり、再開4

日後には制御棒の炉心への挿入作業で操作員のミスで完全に挿

入できない事態が生じたこと、島根原子力発電所において1665

件の点検もれが発覚したことなどをみても、「高い安全性を

実現できる」などと言える状況にはない。原子力発電はいったん

事故が起こると、他の電源と比べものにならない被害が生じる恐

れのあることはチェルノブイリを思い起こせば明らかである。ま

た、平成19年3月に福島第二、柏崎刈羽、福島第一原子力発電所

などで制御棒抜けが発見された時も、同年7月の中越沖地震にお

いて柏崎刈羽原子力発電所で多くのトラブルが発生した際も、事

業者も行政も「想定外」を乱発した。「想定外」とはまさに「深

層防御の考え方に基づく安全設計や安全管理」ができていなかっ

たことを意味している。安易に「深層防御の考え方に基づく安全



設計や安全管理を採用していることによって、高い安全性を実現

できる」などと記述すべきではない。 

 

６．ご意見の対象箇所 
（１頁下から３行目から２頁の５行目）「原子力発電は低廉なエ

ネルギー」との記述について。 

７．ご意見の概要 

発電単価を分析した最近の検討では、原子力発電は水力や火力に

比してむしろ割高な電源であるとの結果になっている。原子力発

電が「低廉なエネルギー源」かどうか、データに基づいた検討が

なされるべきである。 

８．ご意見及びその理由 

戦略案は、「原子力発電はこれまでに低廉なエネルギーの安定

した供給を確保するための有力な手段であったし、これからもそ

う有り続けることが期待できる」とするが、CASA が電力９社の「有

価証券報告書総覧」に記載されているデータに基づいて、原子力

発電が稼働し始めた 1970 年度から 1999 年度までの、各社の電源

（水力、火力、原子力）別の発電コストを分析した結果では、原

子力発電は水力や火力に比してむしろ割高な電源であるとの結

果になっている。また、1970 年から 2007 年までの発電単価を分

析した最近の研究（前述の「再生可能エネルギーの政治経済学」）

でも、原子力発電は水力発電や火力発電に比してむしろ経済性に

おいて劣るとの結果になっている。原子力発電の経済性について

も、データに基づいた検討がなされるべきである。 

 

６．ご意見の対象箇所 

（２頁の６行目から１０行目）「高速増殖炉等を実用化する

等、・・・原子力発電は持続可能な発展を目指す人類が長期間に

わたって依存できるエネルギー源となることが期待できる。」と

の記述について。 

７．ご意見の概要 

2050 年までに高速増殖炉が実用化される見通しはなく、「2020 年

迄に成果が得られる」取組みでも、「2020 年以降に貢献が期待さ

れる長期的観点」から推進すべき取組みでもない。 

８．ご意見及びその理由 

戦略案は、「高速増殖炉等を実用化する等、・・・技術と制度の

絶えざるイノベーションを実現することにより、原子力発電は持

続可能な発展を目指す人類が長期間にわたって依存できるエネ

ルギー源となることが期待できる」とするが、高速増殖炉「もん

じゅ」はまだ原型炉に過ぎず、2050 年までに高速増殖炉が実用化

される見通しはない。戦略案は、「2020 年迄に成果が得られる取

組み及び 2020 年以降に貢献が期待される長期的観点から取組み

を検討し。この戦略の一環として重点的に推進するべき施策の基

本的考え方を取りまとめた」とするが、高速増殖炉は「2020 年迄

に成果が得られる」取組みでも、「2020 年以降に貢献が期待され

る長期的観点」から推進すべき取組みでもない。 

 

６．ご意見の対象箇所 
（２頁の１６行目から２３行目まで）設備利用率についての記述

について 

７．ご意見の概要 
2020年までに利用率を85％に高め、原子力発電所9基を新設する

ことにより、「25％削減目標の達成に大きな貢献ができる」とす



るが、利用率85％も、9基の新設も、その実現性可能性に大きな

疑問がある。 

８．ご意見及びその理由 

戦略案は、「設備利用率が世界水準に比べて低い」ことを認め

ながら、「設備利用率の向上は新たな大きな設備投資を行わなく

ても可能」とか、「2020年までに設備利用率を65％から85％に高

めることにより、二酸化炭素排出量を6000万トン（1990年比

4.8％）、削減できる」とか記述する。 

 原子力発電の設備利用率は、この8年くらい70％前後に止まっ

ている。初期に建設された原子力発電の設備利用率が70％を越え

るものはほとんどないことを考えるなら、「2020年までに設備利

用率を65％から85％に高める」などという記述は、絵に描いた餅

に過ぎない。 

 また、「新設が計画されている原子力発電所 9 基を稼働させる

ことにより、二酸化炭素排出量を約 5000 万ｔ（1990 年比 4％）

削減できる」とし、「2020年に我が国の温室効果ガス排出量を1990

年比で 25％削減するという目標の達成に大きな貢献ができる」と

も記述するが、建設計画が具体化しているのは島根 3 号、大間、

上関、敦賀 3 号、同 4 号の 5 基に過ぎず、この 5 基も 2020 年ま

でに建設できる見通しはない。さらに 4基を 2020 年までの 10 年

間で建設するなどという計画は、あまりにもリアリティがない。

 

６．ご意見の対象箇所 
（２頁の下から１０行目から４行目まで）原子力発電の温室効果

ガス削減についての記述について 

７．ご意見の概要 
 原子力発電の温室効果ガス排出原単位は、再生可能エネルギー

に比して優位性はない。 

８．ご意見及びその理由 

戦略案は、「原子力発電は、火力発電と比較して二酸化炭素の

排出量が格段に少なく、既に大規模な発電を経済的に実現してい

ることもあって、限界削減費用が他のオプションより格段に少な

いと試算されている」とする。確かに、原子力発電は火力発電に

比して温室効果ガス排出量は少ないが、再生可能エネルギーに比

べれば、温室効果ガス排出量は決して少なくない。前述の「再生

可能エネルギーの政治経済学」には、海外の検討事例が紹介され

ているが、風力発電はもちろん、太陽熱発電や太陽光発電に比べ

ても原子力発電の温室効果ガス排出原単位に優位性はなく、これ

に遅延による機会排出（計画から運転開始までの期間が長く、既

存の化石燃料からの排出が持続する分）を考慮すれば、原子力発

電は再生可能エネルギーに比べて温室効果ガス排出量での優位

性はまったくない。 

 

６．ご意見の対象箇所 

（５頁の３行目から８行目）「原子力発電所を新増設していくこ

とが、温室効果ガス排出量の削減設備投資を通じて経済の発展、

雇用の創出につながる。」との記述について。 

７．ご意見の概要 

原子力発電より、温室効果ガス排出削減効果が大きく、将来の世

代に、放射性廃棄物や廃炉などの負担を残さない再生可能エネル

ギーの普及こそ目指されるべき対策である。 



８．ご意見及びその理由 

戦略案は、「設備利用率の向上などを通じて既設の原子力発電

所を最大限に利用することによって、大きな追加投資を行うこと

なく温室効果ガスの排出量を削減できる。さらに、原子力発電所

を着実に新増設していくことは、そのまま、温室効果ガス排出量

の削減設備投資を通じて経済の発展、雇用の創出につながる。」

とするが、設備利用率の向上が容易でないことは前述のとおりで

あり、また、原子力発電の温室効果ガス排出削減効果は再生可能

エネルギーに比して優位性がないことも前述のとおりである。さ

らに、原子力発電の燃料であるウランは枯渇生資源でもある。 

将来の世代に、放射性廃棄物や廃炉などの負担を残す原子力発

電を推進するより、枯渇せず、放射性廃棄物や廃炉などの負担を

残さない再生可能エネルギーの普及こそ目指されるべき対策で

ある。また、再生可能エネルギーの普及を通じても、経済の発展、

雇用の創出につながることはEUなどで実証済みである。 

 

 

６．ご意見の対象箇所 
（６頁の３行目から１４行目）「故障による計画外停止時の措置」

の記述について。 

７．ご意見の概要 

すべての情報が速やかに公開される保証の無い状況で、誤りや故

障が発生した場合の再開の可否の手続きを簡略化することは極

めて問題である。 

８．ご意見及びその理由 

戦略案は、「誤りや故障が発生した場合でも、それが想定され

た範囲と頻度のものである限り、公衆の過剰被爆を発生確率を過

大に増大させるものではない。そこで、国は、これらが発生した

場合において、これらの点を確認して運転再開の可否を判断する

手続きを、国民の参加も得て、検討し、確立すべきである。」と

する。 

しかし、前述のとおり、原子力発電はいったん事故が起こると、

他の電源と比べものにならない被害が生じる。安易に「誤りや故

障が発生した場合でも、それが想定された範囲と頻度のものであ

る限り、公衆の過剰被爆の発生確率を過大に増大させるものでは

ない。」などという認識は極めて問題である。また、「運転再開の

可否を判断する手続きを、・・・検討し、確立」が、再開の可否

の手続を簡略化する方向での「検討、確立」であるとすれば、こ

れも安易にこうした手続を簡略化することは許されないという

べきである。今回のもんじゅの再開直後の放射能漏れの検知器が

誤作動や、再開4日後には制御棒の炉心への挿入作業で操作員の

ミスで完全に挿入できない事態が生じた際に、情報公開の遅れが

指摘されている。すべての情報が速やかに公開される保証の無い

状況で、誤りや故障が発生した場合の再開の可否の手続を簡略化

することは極めて問題というべきである。 

 


