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原発輸出とは 
1. 原子力発電の技術および施設・部品を海外に売り出すこ
と 

2. 海外における原子力発電所の建設事業に日本企業が
参入すること 

3. 海外における原発の導入に、日本（企業・政府）が技術
提供すること 

 



日本の原発輸出政策 
パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合（2010年9
月）において、原発産業を重点分野として確認 
- 同年6月にベトナム訪問し、トップセールス 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/package/dai1/siryou2.pdf 
 

インフラシステム輸出戦略(H28改定) 
” (2) 先進的な低炭素技術の海外展開支援…高効率火力
発電、原子力発電、次世代自動車や低炭素都市づくりなど
我国の先進的な低炭素技術を活用” 



輸出の前提となる二国間協定 



輸出実績 

ベトナムもリトアニアも
計画白紙化 

部品の輸出・技術協力
実績はあるが、まだ一案
件も実現していない 

東芝のサウステキサス
プロジェクトは建設が遅
延し続け損失を出し続け
ている（2016年〜2017年
に稼働予定だったが、
2016年に建設許可が下
りる。建設時期は未定。）
（詳しくはFFTV184をご覧
下さい） 

経産省（2014）の資料より抜粋 http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denkijigyou/genshiryoku/pdf/007_04_00.pdf 



政府による安全確認体制の問題 
原発輸出を行う際、相手国が原子力安全体制を整備しているか
どうか確認する 

これまでは保安院が担ってきたが、保安院解体により、安全確認
体制が宙に浮いた状態に 

2015年10月新たな安全確認体制が閣議決定。内閣府に検討会
議をおき、外部専門家にもたよって安全確認するとされている 



中身のない安全確認 

イエス・ノー方式で質問票を埋めるもので、主体的に安全性を確認するものになって
いない 

質問票の内容も特定の国際法に加盟しているか否か、加盟していなかったとしても
加盟の意思のみでOKとしている点。NPTやCTBTなど、核不拡散を担保するような条約
が質問票の項目にはいっていない。 

公開は、事後的に「議事要旨」のみ  

インフラシステム輸出戦略を所管する内閣府を中心とする体制では中立性は担保さ
れない。  

1 相手国・地域が安全規制を適切に行える体制等を整備していること  
2 国際取り決め等を受け入れ、遵守して いること  
3 輸出する機器等の製造者が、品質確保や保守補修および関連研修サービ
スを適切に行っていくこと 



輸出する上でのリスク 
政治・経済的リスク…巨額の資金などが必要なため多くが政治案件（首相レ
ベルで交渉の交渉が行われる）。交渉開始から建設まで時間がかかる。政治・
経済状況に大きく左右される。 
例）フィリピン・バターン原発 完成するも廃止に。TMI事故を契機とした安全性
への懸念、政権交代がきっかけ。 

核拡散・核テロのリスク…NPT（核不拡散条約）体制は不完全、NSG（原子力供
給国グループ）も法的拘束力なし 
例）北朝鮮はNPTを脱退して核実験 
例）核開発を行っているインドのNSG例外化 

事故など技術的なリスク…一度事故が起きれば取り返しがつかない。越境的
問題にもなる。放射性廃棄物の問題は将来世代にも受け継がれる。 

 



数字で見る世界の原発事情 
世界の稼働可能な原発数：450（31カ国） 
(http://thebulletin.org/global-nuclear-power-database) 

建設中の原発数：60 

世界の原発の平均年齢：29年 
(これまでに閉鎖された164の原発の寿命は平均25年） 

2015年に建設開始した原発：8（うち6基が中国） 

2016年に建設開始した原発：3（うち2基が中国） 

2010年に建設開始した原発：15（うち10基が中国） 

 原発の基数が伸びているのは主に中国。しかし2015年中国で原発への新規の投資
が180億ドルだったのに対し、再エネへの投資は1000億ドルだった。 

                            (World Nuclear Status Report, 2016、IAEA PRISのデータ参照) 

                                                                                                                           https://www.iaea.org/pris/ 



1990年ー2015年の世界での原発による発電量（TWh） 



上：（送電網につながった）原発の数 
上の斜線部分：中国での増加分 
下：停止した原発の数 



国際的な原発輸出の扱い 
 京都議定書のクリーン開発メカニズム（CDM）のクレジッ
トとして認められていない 
 
 世界銀行・IFCグループでも原発は支援対象外 
 
 OECDのアレンジメントでは、ODAでの原発支援を認めて
いない 



脱原発を決めた国の例 
計画時点で撤退 

 チリ、インドネシア、ベトナム、シンガポール など 
 

将来的に全廃 

 台湾、ドイツ、スイス など 
 

すでに全廃 

 オーストリア、イタリア など 
 



台湾：2017年脱原発法を可決! 
- 2025年に全ての原発を

廃止し、再エネへの投資を
強化する法案を可決。 

   

地球公民基金會 CITIZEN OF THE EARTH, TAIWAN 提供 

http://restart-initiative.org/wp-content/uploads/2015/08/anti-Atomkraftbewegung%E5%9C%B0%E7%90%83%E5%85%AC%E6%B0%91%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%9C%83-Citizen-of-the-Earth-Taiwan%E6%8F%90%E4%BE%9B-2.jpg
http://restart-initiative.org/wp-content/uploads/2015/08/anti-Atomkraftbewegung%E5%9C%B0%E7%90%83%E5%85%AC%E6%B0%91%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%9C%83-Citizen-of-the-Earth-Taiwan%E6%8F%90%E4%BE%9B-2.jpg


長い反原発活動の歴史 
 

第4原発はほぼ完成していたが、福島

での事故後、住民の反対運動が盛り上
がり、凍結。 

 

市民の中で核のゴミ問題、地震への
不安、健康問題への懸念が大きかった 

左図：朝日新聞（2016年10月22日） 



ベトナム：原発からの「勇気ある撤退」 

5年経ちほぼ色あせた看板 

2016年11月22日、ベトナムの議会

が約９割の賛成で原発計画白紙化
を決定 



ベトナム：原発からの「勇気ある撤退」 
1. 原発には経済的競争力がない 
 原発建設費用は当初見積もられていた１兆円から２兆円以上に上昇 

 発電単価が計画当初約4.9セント/kWhであったのが、8セント/kWhにまで
上昇 

2. ベトナムの対外債務の深刻化。GDP比6割を超える。 

3. 核廃棄物の処理問題 



ベトナム：原発からの「勇気ある撤退」 
 2002年：プレF/Sの実施（日本プラント協会） 

 2006年 日越共同宣言で原子力協力確認 

 2008年6月：越第12期第3回 国会で原子力法案を採択 

 2009年11月：越国会で原発建設計画の承認 

 09年に経産省「低炭素発電産業国際展開調査事業」に日本原子力発電（株）が採択。
ベトナムの原発計画に関する実施可能性調査（F/S）。費用は19.99億円。 

 2010年10月：日越首脳会談－ニントゥアン第二発電所２基建設に日本をパートナーに 

 2011年1月：日ベトナム原子力協定署名、同年2月承認案件国会提出 

 2011年3月：福島第一原発事故 



20 



21 



22 



23 



事業の問題点 
国立公園に重複・隣接 

海洋生態系への影響：港湾建設、温排水 

地元社会に与える影響：村人の生計、漁業への影響、自立した地元経済の
破壊 

情報アクセス 

３つの断層の存在？：地質学者が警告 

津波対策：過去には８ｍの津波があったとの指摘も。津波対策が不明 

事故が生じた時：20km圏内人口18万人のファンラン市への影響～避難計画
が不在 

 





震災後も計画は中止されず続
行 

復興予算が事前調査に流用さ
れていた 

調査の報告書はほぼ黒塗り 

  



2016年10月6日 、現地市

民団体などの招きでベト
ナムを訪問 
 

東京電力福島原発事故
がまだ収束していないこと、
被害者がおかれている現
状を、現地の研究者や政
治家に伝える。 
 

エネルギーを管轄する委
員会に提言書も提出 



ベトナムのエネルギーシフト 
ベトナムの最新のエネルギー計画「改訂版PDP7」では、
総発電量の目標を18%下方修正。背景には需要予測の下
方修正。 

経済成長と需要が予測ほど伸びなかった 

気候変動問題、大気汚染問題への意識の高まりと再エ
ネへのポテンシャル 

省レベルでは再エネへのエネルギーシフトを方針として
打ち出すところも出てきている 



インド：「核なき世界に赤信号…?」 
2016年、11月11日、日印原子力協定が署名される 

３つの重大な問題 

1. 核兵器国との初の協定 

2. 安全性 

3. インド市民社会の反原発運動 

 

 



日本の非核政策との矛盾 
 ‘NPT’を中心とした不拡散レジームの維持としてい
るが… 

 「この協定は、原子力の平和的利用についてインド
が責任ある行動をとることを 確保する法的な枠組
みであり、NPTを締結していないインドを国際的な
不拡散体制に実質的に参加させることにつながり
ます。」 
（安倍首相の記者発表における発言） 

 

 



日印協定の内容は… 
そもそも再処理の扱いと、核実験がネックだった 

協定本文の停止に関する条項：１４条 

「公文」において 
 （i）2008年9月5日のインド外務大臣の声明（「民生用原子
力イニシアティブに関するプラナーブ・ムガジーインド外務
大臣の声名」）が基礎 
 （ii） （i） の基礎になんらかの変更が停止手続き可能 
 （iii）9.5声名からの深刻な逸脱がみられる場合、再処理
停止 



見解の違い？ 
協定本文には「核実験したら停止」とは明確に書いていな
い 

9.5声名には、核実験のモラトリアムだけでなく核軍備競
争を含むいかなる軍備競争にも参加しないこと、核の先制
不使用、なども含まれる。一方、日本政府は「インドが核実
験を行った場合には協定を終了する」と説明。 

インド側メディアにおいて「インド政府は協定本文のみが
法的拘束力を持つ」との見解を示していることを伝えている。 



安全性 
 1998~2010年の間に年間21回から54回に及ぶ事故件数
（Ramana 194） 

 1983年にインド原子力規制委員会（AERB）設立（但し核開
発施設は2000年からAERBのレビュー対象から外される。
IAEAのレビュー対象でもない） 

 AERBの自立性に疑問符（財源はDAE、AECのトップがDAE
出身など） 

 



住民による反対運動 
 住民らによる根強い反対運動 

 情報公開の不足 

→情報公開法が整備されているものの、国防に関わるとい
う理由で原子力に関する情報公開が進んでいない 

 政府による暴力的な反対運動弾圧、人権侵害 

 



安倍首相の訪印に合わせ反対運動 ジャイタプールの女性らによる原発反対集会 





まとめ 
原発事故を起こした日本が、公的資金を投入して原発輸
出することはそもそも道義的でない 

中身のない安全確認体制で、核のゴミなど原発そのもの
の問題点が解決されないまま輸出するのは無責任 

国際的に原発は気候変動対策にも、国際協力にも認め
られていない。日本は「低炭素技術」支援としてはもちろん
のこと、日本の経済成長のための原発輸出をすべきでな
い。 
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