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世界に原発ってどれくらいあるの？
https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx
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世界に原発ってどれくらいあるの？

OPERATIONAL
稼働可能な原発数

PERMANENT SHUTDOWN
閉鎖された原発数

UNDER CONSTRUCTION
建設中の原発数

データ：https://www.iaea.org/PRIS/home.aspx
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原発、世界で減ってるの？
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アジアで進む脱原発

　もっとも原発市場が活発と言われてきたアジアでも、脱
原発の動きが進んでいます。ベトナムでは合計４基の原発建
設計画のうち 2 基を日本が受注することが内定していました
が、ベトナムは 2016 年 11月にこの計画を白紙撤回しました。
計画中止の背景としては、原発の発電単価の上昇、電力需
要予測の下方修正、対外債務の深刻化、核廃棄物の処理
問題などが挙げられています。FoE Japan は当初より、ベト
ナムへの原発輸出に反対する活動を実施。昨年秋には、ベ
トナムの国会議員向けの国際ワークショップで、福島原発事
故の被害の状況を伝えました。

　韓国では、5月に大統領に就任した文在寅氏が、原子力
中心のエネルギー政策を廃止し、脱原子力社会への転換
を図るとの考え方を示し、新規原発計画の白紙化や脱原発
ロードマップの迅速な策定などに触れています。
　シンガポールでは 2012年に原発を選択肢としない方針
を決定。タイ、インドネシアも原発計画を延期・凍結させて
います。インドや中国では原発が依然推進されていますが、
もっとも野心的な原発計画を推進している中国でも、需要
の伸び悩みや技術的課題などから、計画の遅延や計画縮
小の可能性が報道されています。（＊1）

世界の原発は減少傾向

　世界には 2016 年末時点で台湾含む 31ヵ国で原発が稼働
しており、２ヵ国で建設中です。うちドイツ、ベルギー、スウェー

デン、スイスそして台湾、韓国は脱原発方針を決定しています。
　稼働可能な原発は現在世界に約 450基存在しますが、こ
れらの稼働年数を平均すると 29年。これまでに閉鎖された
162基の原発の平均稼働年数は 25年でした。日本では福
島原発事故を受け、稼働年数を原則 40年と定めましたが、
現在、いくつもの原発が 40年を超えて運転しようとしてい
ます。アメリカでは、コストや安全性を理由に廃炉を決定す
る原発も相次いでいます。特に 90年代以降の原発建設数
の減少などを見ると、世界的にも今後の発電に占める原発
の割合や基数は減っていくとみられます。（＊2）

核時代の終わり？

　2017 年 7月、「核兵器禁止条約」が国連で賛成多数で採
択されましたが、核保有国や、日本を含む核の傘のもとにい
る多くの国は条約に参加していません。破壊的な側面を持
つ一方、エネルギー源として「核の平和利用」が叫ばれ、“ 未
来のエネルギー ”として原発が推進されてきましたが、十万
年以上もの管理を必要とする放射性廃棄物の問題はまだ解
決されておらず、数々の原発事故を経て、持続可能でも、ク
リーンでも、ましてや安い電力でもないということが明らかに
なっています。今後も FoE Japan は世界の原発事情の調査
や原発輸出反対、東電福島原発事故被害者支援などを通し、
脱原発の達成に向けて活動していきます。

（深草亜悠美、満田夏花）

（＊1）https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/9341-China-

s-nuclear-roll-out-facing-delay

（＊2）Mycle Schneider et al. The World Nuclear Industry Status Report 2016, 

および IAEA-PRIS（https://www.iaea.org/PRIS/home.aspx）参照

原発に関するセミナーで日本から東電福島事故について報告（2016年、ベトナムにて）

2013年、再生可能エネルギー（ただし大型水力含む）が2番目に大きな発電源（22％）

原発の新規稼働数（上）と、閉鎖された数（下）の推移（1954～2016年）   

電源別世界の発電量（1973～2013年）

稼働数はスリーマイル島事故後増えているが、
「新規建設」は70年代後半から減っている

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 12 16 4 7 10 3 8 3 1新規建設数
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台湾の脱原発
• 2017年1⽉「改正電業法」で2025年

までの脱原発が法的に決定された
• 2002年の環境基本法にすでに脱原発

の⽅針が書き込まれていたが、2025
年というタイムラインをもって、法
的に決定されたのは初めて
• 今後40年稼働をベースに順次閉鎖していく
• 2025年までに再エネを20％、⽯炭を30％、天然ガスを50％に
• 電業法の改正は環境基本法の23条（＝脱原発）と、2050年までに2005

年⽐で50パーセントの温室効果ガスを削減する政策（＝低炭素経済）の
達成が２本の柱
• 再エネ市場の開放、電⼒⾃由化も今後すすめる
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• 1987年 戒厳令解除（戒厳令下で第１〜第３原発の建設・稼動が進む）
• 1994年 電業法の改正、発電事業に⺠間の参⼊が可能に
• 2000年 政権交代。第４原発中⽌を公約に掲げる陳政権（⺠進党）発⾜
• 2002年 環境基本法、脱原発を明記
• 2008年 政権交代 ⾺政権第４原発早期建設・運転掲げる
• 2011年 ⾺政権、第１〜3原発の寿命延⻑断念。第４については持続も

延期
• 2013、4年 ⼤規模脱原発デモ
• 2014年 第４原発凍結
• 2016年 政権交代（両候補が脱原発公約に掲げる）
• 2017年 電業法改正、2025年までに脱原発
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台湾環境保護連盟北海岸分会の郭さん→

事故が
あったら
逃げる場
所がない

地震が多い。
福島は他⼈
事でない

廃棄物を
置く場所
がない 原発建設によ

る⽂化的喪失。
透明性もない。
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ベトナム、韓国も脱原発
• ベトナム、主にコストを理由に計画を⽩紙撤回

（2016年11⽉）
原発の発電単価が当初計画よりも上昇
再⽣可能エネルギーやLNGが競争⼒増している
ベトナムの巨額の対外債務
放射性廃棄物の処理の問題

• 韓国も脱原発⽅針！
新規原発建設はやめ、稼働の延⻑も⾏わない⽅針
安全性と環境影響を懸念
原発と同時に、⽯炭も減らしていく⽅針

• スイス、スウェーデン、ドイツも脱原発を決定
している

福島事故の被害についてプレゼン
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