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はじめに
第 5 次エネルギー基本計画の見直しの議論が進んでいます。
審議会に提出されている資料では、原発事故の被害状況や原
子力のコストについては過小評価するデータが使われ、原子力
は 3E（環境、経済、安定供給）に優れているという前提のも
とに議論が行われています。このままでは、原発の新設、建て
替えを許す内容となってしまいます。
しかし、政府や電力業界が発信している情報には、明らかに
誤っている情報もあります。

• 原発は気候変動対策として必要なのでしょうか？
• エネルギー安全保障のために原発は必要なのでしょうか？
• 原発は、コストが安いというのは本当なのでしょうか？

こんな、原発に関する「よくある疑問」についてまとめまし
た。ぜひご活用いただければ幸いです。

2018 年 4 月
e シフト（脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会）

原発とエネルギー問題を考える 12 の疑問

Q01

気候変動対策として、原発が必要ではないでしょうか ?

Q02

資源が乏しい日本では、エネルギー安全保障のために、
原発も必要ではないでしょうか ?

Q03

再生可能エネルギーは不安定な電源であり、
火力発電や原発は必要ではないでしょうか ?

Q04

石炭火力発電も現在は技術によってクリーンに
なっているのではないでしょうか ?

Q05

原発を再稼働しないと電気代が上がって
しまうのではないでしょうか ?

Q06

再生可能エネルギーの推進というと、燃料を輸入する
バイオマスや自然破壊のメガソーラーなどばかり
増えていかないでしょうか ?

Q07

日本は省エネ技術の先進国で、すでに十分
省エネしているのではないでしょうか ?

Q08

原発が再稼働しないと、原発がある地域の
経済が破綻して、地元の人たちが困るんじゃないんですか ?

Q09

再生可能エネルギーは、日本ではまだまだ
高いのではないでしょうか ?

Q10

原発の「安全性」に関しては、原子力規制委員会が
安全性を保証しているのではないでしょうか ?

Q11

再生可能エネルギーについて国民負担が
大きいのではないでしょうか ?

Q12

原発で安い電気が作れないと、産業が海外に流出し、
日本経済が衰退してしまうのではないでしょうか ?

Q01
A01

気候変動対策として、
原発が必要ではないでしょうか ?
解決不可能な核のゴミを出し続け、一度事故を起こせば莫
大な被害をもたらす原発を気候変動対策として使うべきで
はありません。また、原発は、化石燃料による火力発電がバッ

クアップ電源として必要で、ライフサイクルを考えれば大
量の CO2 を発生させています。原発は気候変動対策にはな

りません。
▶ 解説

原発は運転中だけを見ればほとんど CO2

なかったでしょう。そもそも、原発はいつ止

は出しませんが、ウラン採掘から濃縮、核

まるかもわからない電源なので、電力会社は

燃料加工やその間の輸送など、たくさんの

常に石油か天然ガスのバックアップ電源を

CO2 を発生させています。また、核分裂時

作ってきました。そのため、日本では発電所

に生まれるエネルギーの 3 分の 2 は、温排水

が需要に対して 3 倍近くある過剰設備状態に

として海に排出され、直接海を温めてしまい

なっています。
下記のグラフを見ると、原発を増やしてき

ます。
また、東京電力福島第一原発事故のような

た期間、CO2 排出量も増え続けました。一方、

大きな事故がひとたび生じれば、原発の停止

原発がほとんど稼働していない 2014 年以降、

期間は長く、その間に動いたのは石油火力で

CO2 排出量は減っています。

した。福島第一原発事故の後には、発電から
の CO2 排出量が急増しました。10 年くらい
前から、原発ではなく再生可能エネルギーの
発電に置き換えていたら、そんな増え方はし

図 1 電源別電力量と発電部門 CO2 発生量
出典：リーフレット「どうする？これからの日本のエネルギー」より

http://ene-rev.org/
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Q02
A02

資源が乏しい日本では、エネルギー安全保障
のために、原発も必要ではないでしょうか ?
原発は、「準国産エネルギー」と位置付けられていますが、
燃料のウランは輸入に頼っているため、「国産」と位置付け

るべきではありません。進めるべきは「純国産エネルギー」
である再生可能エネルギーです。

▶ 解説

原発の燃料のウランは輸入に頼っています

てこなかったツケが回って、日本は先進国の

が、経済産業省は、原発で使い終わった使用

中でもエネルギー自給率が約 7% 以下（2015

済み核燃料からプルトニウムとウランを取り

年度）と、非常に低くなっています 2。

出して再利用することをめざす核燃料サイク

原発は、事故や災害の際に止まってしまっ

ルが実現することを前提として、また核燃料

たり、また点検のために止めなければならな

を大量に保管できることを理由に原発を「準

いため、決して安定電源とは言えません。現

国産エネルギー」と位置付けています。

に福島第一原発事故以降、ほとんどの原発が

しかし現在、核燃料サイクルの破たんは明

稼働しない状況が続いています。リスクの高

らかです。核燃料サイクルの要となる高速増

い原発を維持するためには、莫大なコストが

殖炉もんじゅは 2016 年 12 月に正式に廃炉が

かかりますし、本来「純国産エネルギー」と

決定されました。六ケ所村の使用済燃料再処

して進めるべき再生可能エネルギーを増やす

理工場も、2006 年に試運転を開始して以来、

政策や技術開発にブレーキがかかってしまい

事故やトラブルが相次ぎ、いまだに完成のめ

ます。

どがまったく立たず、建設費用だけで当初想
定の 4 倍、2 兆 9500 億円にものぼっています 1。
このような状況で、もはや核燃料をリサイク
ルできるとは言えないでしょう。そのため原
発をエネルギー自給率に含めるべきではあり
ません。原発に頼り、真の「純国産エネルギー」
である再生可能エネルギーの普及に力を入れ

1 使用済燃料再処理機構、2017 年 7 月 18 日発
表資料
http://www.nuro.or.jp/pdf/20170718.pdf
2 資源エネルギー庁「エネルギー白書 2017」で
はエネルギー自給率に原発を含めているが、国
際エネルギー機関（IEA）のみが使う統計上の
定義である。

図 2 日本の再生可能エネルギーの可能性
出典：電力事業連合会、環境省、経済産業省
などのデータより竹村英明作成
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Q03
A03

再生可能エネルギーは不安定な電源であり、
火力発電や原発は必要ではないでしょうか ?
再生可能エネルギーの中で太陽光発電や風力発電は時間に

より変動する電源ですが、日本を含め世界各国で導入が進
んだ結果、変動を調整できる電力システムが構築され、安
定して使うことが可能となってきています。
再生可能エネルギーによる発電の中でも、

する時間帯があり、すでに揚水発電や電力会

時間により変動する太陽光発電や風力発電の

社間の連系線が、電力系統の調整力として活

導入が世界で急速に進んでいます。この 10

用されています。

年間で再生可能エネルギーの導入が進んだ

将来的には電力需要を調整する仕組み（デ

ヨーロッパの国々では広域で送電網や電力市

マンドレスポンス）や、電力をガス（水素、

場を整備することで、電力の需要や供給の変

メタンなど）に変換して貯蔵・利用したり、

動に対する調整が可能となり、年間発電量に

熱に変換して蓄熱・熱利用するセクターカッ

占める再生可能エネルギーの割合を 30% 以

プリングの技術を活用したりすることで、化

上に高めることに成功しています。

石燃料を使う火力発電を最小限にすることが

デンマークやドイツなどでは、すでに再生

可能になります。

可能エネルギーの供給が需要の 100% に相当

より広域に電力系統を運用することは平準

する時間帯もあります。日本国内でも、九州

化効果をもたらします。現在、揚水発電によ

電力エリアでは 2017 年 5 月 14 日に再生可能

る蓄電機能も活用した上で、火力発電の出力

エネルギーの割合が電力需要の 87% に達し

調整が行われていますが、広域な系統活用や、

ています（図 3）。日本全体でも再生可能エ

多様な電力市場の整備により、効率的な調整

ネルギーの割合が電力需要の 50% 以上に達

が可能になります。

九州電力エリア電力需給（2017年5月14日）

電力需給量[MWh]

▶ 解説

図 3 九州電力エリアの 1 日の
系統電力需給の実績（2017 年
5 月 14 日）
出典：九州電力が公表する電力
需給実績から ISEP 作成
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Q04
A04

石炭火力発電も現在は技術によってクリーン
になっているのではないでしょうか ?
石炭を燃やすことにより、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物

（NOx）、PM2.5、水銀など、人体にも有害な大気汚染物質
を排出します。最新の技術によっても、これらを十分に取

り除くことはできません。また気候変動の要因である二酸
化炭素（CO2）を大量に排出します。
▶ 解説

最近の石炭火力発電所には、脱硫装置を付

また、図 4 のグラフは資源エネルギー庁の

けるなど大気汚染物質を少なくするための技

資料で、「日本の石炭火力発電所がいかに高

術がとられていますが、それでも十分に取り

効率か」を示すために CO2 排出係数を比較

除くことはできません。

したものです。石炭ガス化複合発電（IGCC）

表 1 は、石炭火力発電所の中でも「国内最

や石炭ガス化燃料複合電池発電（IGFC）と

新鋭の石炭火力発電」と言われる横浜の磯子

いった発電方法は環境負荷が少ない「クリー

火力発電所と、同じく最新型のガスコンバ

ンコール」と呼ばれていますが、技術的に実

インドサイクルを採用した天然ガス（LNG）

用化されておらず、また一番右側に示されて

火力発電所、そして再生可能エネルギーの

いる LNG 火力よりも CO2 排出量が大きく

CO2 排出量、SOx、NOx、ばいじんの排出

上回ることがわかります。

濃度を比べたものです。石炭の環境負荷がい
かに大きいかがわかると思います。

・ Donʼt Go Back To The
石炭 http://sekitan.jp
・ 総合資源エネルギー調
査会火力発電に係る判
断基準ワーキンググ
ループ資料
http://www.meti.go.jp/
committee/gizi_8/19.
html
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Q05
A05

原発を再稼働しないと電気代が上がって
しまうのではないでしょうか ?
原発を再稼働すれば、火力発電の燃料を削減できるため、
一時的に電気代が下がるかもしれません。しかし、原発の

発電コストは増加し続けています。さらにひとたび原発事
故が起これば、巨額の経済的損失が発生します。

▶ 解説

円/kWh
30
25

高浜原発 3・4 号機を再稼働させた関西電

1 兆円に届くほど建設コストが高騰していま

力は 2017 年 8 月から電気料金の値下げを実

す。一方、再生可能エネルギーのコストは更

施しました。しかしその内訳を見ると、原発

に低下するでしょう（Q09 参照）。

再稼働による値下げは kWh あたり 0.4 円（家

また、原発事故のリスクも残ります。政府

庭１軒あたりの平均電力使用量 250kWh に

は東京電力福島第一原発事故での廃炉や損害

すると月 100 円）に過ぎず、経営効率化によ

賠償などにかかる費用を 21.5 兆円と試算しま

る値下げ（kWh あたり 0.46 円、1 軒あたり

したが、50 〜 70 兆円と推計する研究機関も

月 115 円）の方が大きいものでした。電力価

あります。福島第一原発事故では大量の放射

格と総発電量に占める原発比率の推移を見る

性物質が放出され、多くの人々が今なお避難

と、電力価格が減少する要因としては、原発

生活を余儀なくされています。あらゆる技術

の比率の増加よりも規制改革や電力自由化、

にリスクゼロはないかもしれません。しかし、

原油価格の影響が大きいのです（図 5）。

原発で一たび事故が起きれば、被害の度合い

これまで日本の原発は比較的安価（4,000

はほかの発電技術をはるかに上回ります。さ

億円程度）に建設できました。しかし、安全

らに、核燃料など核のゴミの最終処分は解決

対策費の増加などから、現在では 1 基あたり

がみえず、巨額にのぼると考えられます。

電気料金と発受電電力量に占める原発比率の推移
第１次石油危機

第２次石油危機

第1次規制改革

第2次規制改革
（小売一部 自由化）

電源に占める原発比率（％）
WTI原油価格（ドル/バレル）
120
販売電力(円/kWh)

％、ドル/バレル
100

20

80

15

60

10

40

5

20

0
0
1970年度 1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度

図 5 電気料金と発受電電力量に占める原発比率の推移
出典：電源比率：資源エネルギー庁、エネルギー白書 電気料金：電気事業連合会、電力統計情報
※平均単価の算定方法は、電灯・電力料収入を販売電力量（kWh）で除した。
WTI：West Texas Intermediate 原油先物価格
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Q06

再生可能エネルギーの推進というと、
燃料を輸入するバイオマスや自然破壊の
メガソーラーなどばかり増えていかないで
しょうか ?

A06

環境破壊を伴う再生可能エネルギーが増えてしまっている
ことは問題です。そのような事業を規制し、望ましいかた

ちの再エネを増やせるよう、市民が関与していく必要があ
ります。

▶ 解説

環境破壊を伴うようなバイオマス燃料を海

害、労働問題など問題が生じているケースが

外から輸入するバイオマス発電や、大規模な

あります。大量の炭素貯蔵地である泥炭地が

森林伐採を伴うようなメガソーラー発電など

プランテーション造成のために開発される場

は、問題があります。事業認定の適正化と共

合、そこから発生する温室効果ガスによる気

に、土地利用のあり方を規制したり、導入ガ

候変動影響も懸念されます。

イドラインや審査制度を設けるなど、早急な
対策が必要です。

バイオマス発電は、エネルギー効率向上の
ために発電に加え熱利用も併せた計画を義務

バイオマス発電については、主に輸入木

付けることや、燃料の調達先のトレーサビリ

材やパーム椰子殻 [PKS]、パーム油などを利

ティとその持続可能性の基準を設けること、

用した発電が新規導入量の 40% 近く、固定

大規模な木質バイオマス発電の買い取り価格

価格買取制度の設備認定量の 90% 以上を占

を大幅に下げて安易な計画を防ぐことなどが

め、設備認定量の合計出力で約 7 割が燃料に

求められます。

PKS やパーム油を含む案件です 1。

太陽光発電については、山林などの大規模

パーム油は、原料となるアブラヤシの生産

な開発につながるケースも出てきています。

のため、東南アジア等で大規模な森林伐採や

風力発電は、生態系や景観への影響、低周波

プランテーション造成による住民の人権侵

による影響などを事前に評価・予測し、計画
に反映していく必要があります。再生可能エ
ネルギーの利用計画の議論や事業に地域の住
民や自治体が参画し、再生可能エネルギーの
生み出す便益が地域に還元されるような形で
進めることができるよう、地域での連携が欠
かせません。
1 2017 年 9 月 28 日 第 30 回調達価格等算定委
員会配布資料
http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_
kakaku/030_haifu.html

パーム・プランテーション造成のために
伐採された山（マレーシア）
写真提供：FoE Japan
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Q07
A07

日本は省エネ技術の先進国で、すでに十分
省エネしているのではないでしょうか ?
日本の省エネ水準は、1970 年代の石油ショック以降止まっ

ています。省エネ政策は、産業部門はほとんど省エネが課

されず、民生家庭部門に約４割の省エネを求めるという偏っ

たものになっています。産業部門でも省エネの余地はたく
さんあります。
▶ 解説

日本の製造業はかつて、石油ショックを経

日本は、「乾いたぞうきん」で、これ以上

験した 1970 年代から 1980 年代にかけて、飛

省エネすることはできないと言われてきまし

躍的にエネルギー消費量の原単位を下げ省エ

た。しかし実際は、日本でも省エネの余地は

ネ立国と言われるようになりました。しかし、

たくさんあるのです。例えば産業部門でも、

1985 年以降、エネルギー消費原単位は良く

高効率な照明や高効率な空調設備の採用や、

なるどころか、悪くなっていることもうかが

ボイラ蒸気系統の保温対策やヒートポンプへ

えます。「世界最高水準の省エネ先進国」な

の入れ替え、機械設備でのインバーターなど

どと言われていますが、それは昔の話です。

高効率機器の採用など、できることは様々に

また日本は、1995 年にはエネルギー生産

あるにも関わらず、導入されていない工場が

性がスイスに次いで世界第二位の水準にあり

多くあります。また、日本の建築物の断熱性

ましたが、2000 年以降他国に抜かれ、ラン

能は非常に低いため、断熱性能を高めていけ

クを下げています（図 6）。

ば、大幅にエネルギー消費量を削減すること
ができるのです 1。
こうした省エネ化を促すためには、炭素税
や排出量取引制度などのカーボンプライシン
グを導入することも有効だとされています 2。
1 日本の製造工場の配管保温断熱材劣化による
エネルギー・ロスを日本保冷保温工業協会は
3％と計算。これは電力換算で原発 7 基相当（毎
日新聞 2015 年 8 月 14 日）
2 環境省カーボンプライシングのあり方に関す
る検討会
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cp/
arikata/index.html

図 6 エネルギー生産性推移（当該年為替名目
GDP ベース）
出典：環境省「我が国の温室効果ガス排出量及び
炭素・エネルギー生産性の現状等」
原発とエネルギー問題を考える 12 の疑問

e-shift.org

Q08

原発が再稼働しないと、原発がある地域の
経済が破綻して、地元の人たちが困るんじゃ
ないんですか ?

A08

原発の再稼働が地元企業に及ぼす経済効果は限定的なもの
でしかありません。原発の長期停止や廃炉によって、立地
地域の経済が破綻することはありません。また、原発があ

ることで、立地自治体には多額の交付金が入っていました
が、これによって立地自治体の財政は、不健全な状況に追
い込まれてきたという側面があります。
▶ 解説

原発がもたらした地域経済や自治体財政へ

状況にあります 3。原発関連収入で増えた歳

の影響については、新潟県柏崎刈羽地域や福

入は公共施設の建設費などに使われてきまし

井県若狭地域などについて調査研究が発表さ

たが、こうした施設を維持するための資金が

れています。2011 年以降の原発の長期停止

また必要になるという、負の連鎖に陥ってい

にともなって、売上を 1 割以上減らした企業

る立地市町村もあります。

は、柏崎刈羽地域で 7％、敦賀市で 22％。売

もともと、原発は、実は地元の産業にはあ

上を 5 割以上減らした企業はそれぞれ 1％、

まり寄与しない産業で、地元の雇用効果も、

6％となっています 1。業種は、原発の建設

原材料の調達効果も少なく、経済効果の弱い

工事をしていた建設業や、電力会社社員など

産業だということは、原発の立地を推進して

を主な顧客としていた飲食・宿泊業などの限

きた人たちからも語られてきたことでした。

られた業種で、原発をなくすことが地域全体

原発立地市町村の財政健全化をはかるために

の経済を衰退させるようなものではありませ

求められているのは、原発の交付金や固定資

ん。

産税に頼り続けることではなく、持続可能な

国内最大の規模を誇る東京電力柏崎刈羽原
発構内では、常時 6,500 人ほどが働いており、
再稼働してもその人数は変わりません。定期
検査のときに 1,500 人増える程度ですが、こ
れらは柏崎市の経済状況を劇的に改善させる
ものでもありません 2。
原発が立地する市町村には、「固定資産税」
「法人住民税」「電源三法交付金」などの原発
関連収入が入り、それが歳入の大半を占める
市町村もあります。そのため、同規模の市町
村と比較して、立地市町村では歳入が「膨

財政運営にしていくことです。
1 新潟日報社原発問題特別取材班（2017）『崩
れた原発「経済神話」―柏崎刈羽原発から再
稼働を問う』明石書店 p.28 および原子力
市民委員会（2017）『原発立地地域から原発
ゼ ロ 地 域 へ の 転 換 』（http://www.ccnejapan.
com/?p=7581） p.17
2 小林治助・重原靖子・霜田彰「これが私たちの
望む原発のまち _ 柏崎市だ」『ENERGY for the
FUTURE』2017 年 1 月号における霜田彰氏（元
柏崎市議会議長）の発言より。
3 原子力市民委員会（2017）pp.21-27。

張」した状態が続いており、むしろ不健全な
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Q09
A09

再生可能エネルギーは、日本ではまだまだ
高いのではないでしょうか ?
世界的には、風力発電の発電コストはすでに化石燃料を下

回るレベルになり、太陽光発電も急速にそれに近づいてい
ます。日本では、世界的なレベルに比べるとまだ高いので
すが、導入が進むにしたがって、今後はさらに発電コスト
の低減が進むでしょう。

買取価格・発電コスト［円 /kWh］

▶ 解説

世界的には太陽光発電や風力発電などの再

ストが 2015 年には大規模な太陽光発電で 15

生可能エネルギーの年間導入量が、化石燃料

円 /kWh 以下にまで下がりました。これは家

による火力発電や原発の設備の導入量を超え

庭用の電気料金のレベルを下回っています。

ています。2017 年には 1 年間に風力発電が

一方、日本国内でも、2012 年にスタート

5,300 万 kW、太陽光発電が約 1 億 kW 導入

した FIT 制度により、特に非住宅用の太陽

され、累積の導入量は風力発電が 5 億 kW 以

光発電の導入が進み、導入コストや運転コス

上、太陽光発電は 4 億 kW に達しています。

トをベースに決定される新規発電設備から

風力発電や太陽光発電の累積導入量は、いま

の電気の買取価格は、2012 年当初の 40 円 /

や原発の設備容量を超えています 1。

kWh から 2018 年度には 18 円 /kWh まで低

その中で、世界の風力発電の発電コストは

下しました。2016 年時点の太陽光発電設備

欧州を中心に 1990 年代から着実に下がり、

の導入コストは平均で 30 万円 /kW 程度です

10 年ほど前には従来の化石燃料の発電コス

が、これは欧州の平均的な導入コスト（2014

ト（10 円 /kWh 程度）に近づきました。世

年）の約 2 倍です 3。経産省の研究会では、

界では 2015 年には風力発電のコストが 8 円

太陽光発電の導入コストを 2020 年までには

/kWh のレベルになって、世界中で導入が進

20 万円 /kW 程度として発電コストを家庭用

んでいます 2。一方、太陽光発電は、2000 年

の電力料金のレベル下回る 15 円 /kWh を目

代に入ってドイツなど各国が固定価格買取制

指すとしています。さらに 2030 年までには

度（FIT）を導入し、急速に導入量が増加し

導入コストを 10 万円 /kW まで下げることに

た結果、2005 年に 33 円 /kWh だった発電コ

より、産業用の電気料金よりも安い発電コス
ト 7 円 /kWh を目指すとしています。

非住宅太陽光
陸上風力

1 ISEP プレスリリース「2017 年、太陽光発電は
ついに原子力発電を抜き去った」
2 IRENA “The Power to Change: Solar and
Wind Cost Reduction Potential to 2025”
http://www.irena.org/publications/2016/
Jun/The-Power-to-Change-Solar-and-WindCost-Reduction-Potential-to-2025

図 7 日本の FIT 買取価格と発電コスト目標値
出典：経産省資料より作成

3 経産省「太陽光発電競争力強化研究会」
http://www.meti.go.jp/committee/
kenkyukai/energy_environment/taiyoukou/
report_01.html
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Q10

原発の「安全性」に関しては、原子力規制
委員会が安全性を保証しているのでは
ないでしょうか ?

A10

いいえ、保証していません。原子力規制委員会の前委員長
も現委員長も、「新規制基準に適合しているが、安全だとは

申し上げません」と繰り返し述べています。また、日本の

原発の新規制基準は他の先進国の基準と比べても高くなく、
運用も甘いのが実態です。
▶ 解説

政府は、原子力規制委員会によって、世界

を低く設定し、弱い地震しか原発を襲わない

最高水準の新規制基準に適合すると認められ

という計算結果を申請、原子力規制委員会は

た場合には、原発の再稼働を進めるとしてい

これを追認しています。しかし、地震学者か

ます。

らは疑問の声が出されています。
このように、日本の新規制基準の内容や運

しかし、日本の原発の新規制基準は他の先
進国の基準と比べて「世界最高水準の基準」

用は厳しいものとはいえません。

とはいえません。たとえば、日本の新規制基

田中俊一前規制委員長は「新規制基準に適

準には、「国際原子力機関（IAEA）が定める

合しているかどうかを審査しているだけ。安

5 層の原子力施設の安全確保策のうち、第 5

全だとは私は申し上げません」と述べている

層に該当する事故時における住民の避難計画

ことが示す通り、原子力規制委員会の審査で

などの実効性はまったく含まれていません。

は安全性は担保されていません。

また、欧州の原子炉の基準で求められている

参考文献

コアキャッチャー・格納容器熱除去設備・二

・ 川内原発差止等請求事件 原告ら準備書面
２５（深層防護の考え方と新規制基準につい
て）
http://no-sendaigenpatsu.a.la9.jp/genkoku_
junbi25.pdf

重構造の格納容器などの設置は、日本の新規
制基準には含まれていません。
さらに、基準の運用に関しても問題があり
ます。たとえば電力会社は原発の再稼動を進
めるために基準地震動（設計ないしは安全確
認の基準となる地震のゆれの大きさ・強さ）

・「 世 界 最 高 水 準 の 原 子 力 規 制 基 準 っ て ほ ん
と？」岡本良治（九工大名誉教授）
http://ad9.org/pdfs/nonukessaga/y2015/
dec12lect/okamoto.pdf

表 2 欧州加圧水型原子炉と日本の新規制基準の比較
（○要求あり、△要求はあるが極めて不十分、×要求なし）
1. 安全上重要な設備の多重性
2. コアキャッチャー

3. 格納容器熱除去設備
出典：岡本良治
4. 頑強な原子炉格納容器
「世界最高水準
の原子力規制基
準ってほんと？」 1 基あたり平均的な費用

欧州加圧水型原子炉

日本の新規制基準

設置

×

独立 4 系統
設置

大型商用航空機の衝突に耐え、
設計圧力を高めた二重構造の
格納容器の設置
約 5,800 億円以上

△（独立 2 系統）
×
×

約 870 億円（九州電力）
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A11

再生可能エネルギーについて国民負担が
大きいのではないでしょうか ?
固定価格買取制度（FIT）の賦課金が上昇していることは

確かですが、再エネは今後コストが低減していくことが見
込まれます。これは未来への投資であって、原発のように

未来まで続く負担ではありません。再エネを増やすことで、
将来の燃料費の流出を抑えることができます。
▶ 解説

経済産業省や産業団体による広報では、再
生可能エネルギー増加による国民負担増が強
調される傾向にあります。固定価格買取制度

を増やし、省エネルギー化をすすめることで、
将来の燃料費の流出を抑えることができます
（Q07 参照）。

（FIT）の賦課金が上昇していることは確か

日本では原発と石炭火力が安価で安定的に

で、2016 年度の賦課金の単価は 1kWh 当た

発電できるベースロード電源としてセットで

り 2.25 円と決定され、合計で約 1 兆 8,028 億

すすめられてきました。しかし例えば、原発

円でした。

から生み出される高レベル放射性廃棄物は

しかし、再生可能エネルギーの国際的な価

10 万年以上も高い放射線を出し続ける次世

格はずっと安く、日本でも今後、コストが低

代への負の遺産です。東京電力福島第一原発

減していくことが見込まれます。今の賦課金

事故のような過酷事故がおこれば、甚大な被

は未来に向けた投資なのです（Q09 参照）。

害を長期間に渡って及ぼします。石炭火力も

省エネルギー化も未来に向けた重要な投資

CO2 や大気汚染物質の排出源となることか

です。日本の最終エネルギー消費の動向を見

ら（Q04 参照）、世界では脱石炭化が進めら

ると、2004 年度に 1,591 京ジュールになって

れています。

以降、減少を続けています（2016 年度は 1,362

そしてこのどちらの電源も、再生可能エネ

京ジュール）。2017 年の化石燃料輸入額は 15

ルギーの普及や省エネルギー化の促進によっ

兆８千億円に上ります 1。再生可能エネルギー

て、価格競争力を失い、座礁資産となりつつ
あります。たとえば、米国では、複数の原発
が価格競争力を失い、計画よりも早く廃炉に
なったり、州からの補助金（最終的には電気
料金に転嫁される）を受けて生き残りを図っ
たりしています。
1 貿易統計による。暦年ベース、輸送料や保険
料も含む。2014 年には 27.69 兆円に上ったが、
昨今の省エネや資源価格の下落により減少傾
向にある。
参考文献

図 8 FIT が 2030 年まで継続するとした場合の賦課金の推移
出典：環境省「平成 26 年度 2050 年再生可能エネルギー等分散
型エネルギー普及可能性検証検討委託業務報告書」

・ 資源エネルギー庁『総合エネルギー統計』
・ 財務省『貿易統計』
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Q12

原発で安い電気が作れないと、産業が海外に
流出し、日本経済が衰退してしまうのでは
ないでしょうか ?

A12

多くの国では、再生可能エネルギーの価格が低下し、その

普及による雇用や投資が経済を底上げしています。原発優
遇の政策が、むしろ再エネの発達を妨げ、技術促進が行わ
れず、長期的には経済の衰退を招く可能性もあります。

▶ 解説

廃炉にしないまま、原発を稼働させずに維

本の製造業の製造コスト（原材料、燃料、電

持することが、電力会社の経営にマイナスで

力使用料金等の合計）に占める電力使用料金

あることは事実です。しかし、それがすぐに

割合は平均約 2.5% で、電力使用料金割合が

電気代上昇にはつながりません。まず、電力

5% 以下の業種が全体の 9 割を占めます（中

自由化による競争激化で、そう簡単には値上

央値も約 2.5%）。電力使用料金が仮に 2010

げができません。また、電力自由化前までは

年以降に経験したように 3 割上がっても製造

独占企業だった大手電力会社にはコスト削減

コストに占める割合は 0.7% の増加にすぎま

の余地はまだまだあると思われます。さらに、

せん。

廃炉にすれば原発維持コストが不要になりま

用料金を含めた光熱費の生産額割合が 10% を

す。
一方、再生可能エネルギーの発電コストは

図9
再生可能エネル
ギーによる雇用
出典：「どうす
る日本のエネル
ギー」より転載。
IRENA（2017）
より作成

さらに、経産省工業統計によると、電力使
超えるエネルギー多消費産業（セメント・石灰、

急激に下がっており、普及による雇用拡大も

鉄鋼、紙パルプ、ソーダ業）の付加価値額が

進んでいます。また、省エネがもっと普及す

日本の GDP に占める割合は約 0.5%、日本全

れば、電気の単価が上がったとしても電気代

体の雇用に占める割合は約 0.3% です 1。

の総額は変わりません。実際に、ドイツの一

そして、現在、再生可能エネルギー分野の

般家庭は、米国の一般家庭に比べて電力単価

雇用者数が急激に増加しています。国際再

は高いものの、消費量が少ないために電気代

生可能エネルギー機関（IRENA）の「再生

もエネルギー・サービスの質もほぼ同じです。

可能エネルギーと雇用：年次レビュー 2017」

日本の産業構造も変化しています。例えば、
平成 28 年経済センサスによると、現在の日

に よ る と、2016 年 の 世 界 全 体 で の 再 生 可
能エネルギー分野の雇用者数は 980 万人と
2012 年の 500 万人超から倍増しました（日
本での雇用は約 31 万人）。同機関は、再生可
能エネルギー分野での雇用者数が 2030 年ま
でに 2400 万人に達し、化石燃料分野での雇
用減少数を相殺し、世界経済のけん引役にな
ると予測しています。
1 歌川学（2015）
『スマート省エネ―低炭素エネ
ルギー社会への転換』（東洋書店）

原発とエネルギー問題を考える 12 の疑問

e-shift.org

『e シフト』（脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会）とは
2011 年 3 月 11 日の福島第一原発事故を契機に、脱原発と自然エネルギーを中心
とした持続可能なエネルギー政策を実現させることを決意した、団体・個人の集
まりです。
1 「事故被害の最小化」と「責任所在の明確化」
2 「脱原発と持続可能なエネルギー政策に向けた政策提言づくり」と「その実現」
3 「市民への有益な情報発信」と「社会的ムーブメントの巻き起こし」
の３つの分野で活動を展開しています。
e シフト（脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会）
事務局：国際環境 NGO FoE Japan
〒 173-0037

東京都板橋区小茂根 1-21-9

TEL: 03-6909-5983

FAX: 03-6909-5986

E-mail: info@e-shift.org
URL: http://e-shift.org/

げんぱつ

もんだい

かんが

ぎ もん

原発とエネルギー問題を考える 12 の疑問
2018 年 4 月 1 日発行

発行：e シフト「市民が変えるエネルギー基本計画プロジェクト」
執筆：明日香壽川（東北大学教授）
氏家雅仁（水源開発問題全国連絡会）
水藤周三（高木仁三郎市民科学基金）
高橋喜宣（原発ゼロ市民共同かわさき発電所）
竹村英明（市民電力連絡会）
松久保

肇（原子力資料情報室）

松原弘直（環境エネルギー政策研究所）
桃井貴子（気候ネットワーク）
吉田明子（FoE Japan）
編集：満田夏花（FoE Japan）
協力：柏木愛（グリーンピース・ジャパン）
デザイン：杉澤芳隆

