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はじめに

この「原子力エネルギー・アウトルック」は、OECD原子力機関(NEA)の50周年を記

念し出版されたものですが、この種のものとしては初めての出版物であり、加盟国の原子

力エネルギーに対して復活した関心に応えようとしています。「アウトルック」は、

OECDのトレードマークとして認知されており、例えば、経済やエネルギーや環境につ

いてこの名称で著名となっている定期出版物がありますが、この新しいアウトルックは、

これらの権威ある書物で述べられている主要項目の領域を新しい分野に広げるものとなっ

ております。

2008年時点で、NEAは28の加盟国を有し、数ヵ国の非加盟国も正式なオブザーバー

として委員会やその下に設置されたワーキンググループ等の活動に貢献しております。既

設の原子力発電容量の約85％が我々の加盟国で稼動していますが、その原子力に対する

立場は、原子力利用について堅固な推進姿勢から断固とした反対まで幅広いものとなって

います。NEAの役割は、事実に関する調査やバランスの取れた分析結果を提供すること

によって、このような加盟国に対して、情報に基づく政策選定の基礎となるような偏向し

ない資料を与えることにあります。

疑いも無く、現代社会のエネルギー消費に伴う問題は深刻であり、日常生活においても

次第とより深刻になってきております。このような中、過去のやり方はもはや持続可能で

はないとの意見が、今では広く同意されるようになっています。OECDに所属する国際

エネルギー機関(IEA)は、現在の各国政府の政策が世界的に現行のままであれば、2030

年までに一次エネルギー需要が50％以上、電力需要が90％以上増大すると予測してお

り、この増加の大部分は化石燃料によって賄われるとしています。このような背景の下で、

気候変動とエネルギー供給保障は、政策決定者にとって、中心的課題として関心が高まっ

ています。

IEAは、現状ベースのシナリオでいくと、CO2排出が2050年までに現状の約2.5倍に

なると予測しています。一方、気候変動に関する国際パネルは、地球温暖化を管理可能な

2℃までに抑えるためには、2050年におけるCO2排出を現状水準のわずか半分にしなけ

ればならないと推定しています。供給保障に関しては、化石燃料資源が永遠に増加するよ

うな割合で消費されており、縮小する供給を巡っての競争が激しくなってきております。

その結果、化石燃料、特に石油とガスの価格が絶えず上昇しており、世界的に経済成長を

脅かすものとなっています。

原子力は、確立した技術であり、これらの問題に対処し得る信頼すべき選択肢を与える

ものです。エネルギーの利用効率向上や再生エネルギー、それに炭素回収・貯留は、エネ

ルギー供給保障や気候変動問題に対処する重要な要素ですが、どのような選択肢も見落と

してはなりません。原子力は解決策の一つなのです。しかし、その貢献度合いは、その経

済競争力と共に、安全性、放射性廃棄物処分や核兵器の拡散に対する社会の懸念に政府と

産業界が応えられるかどうかにかかっています。
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今日、原子力は、既設の約3億7,000万kWの設備容量と約2,700TWhの年間生産に

よって、世界の電力の16％を供給しています。2030年と2050年の電力需要について

信頼できる予測を用いて、NEAは、原子力開発に関する独自のシナリオを練り上げまし

た。将来における原子力の世界的な供給への貢献可能性を示すことを意図し、低シナリオ

では、他のほぼ炭素フリーと言える技術が成功した場合を、また高シナリオでは、原子力

技術が現在期待されている実績を挙げた場合を想定しました。結果は、2050年での世

界における原子力発電電力量が、4,300から10,500TWhの範囲にあるというものです。

どちらの場合にあっても、原子力は、今後何十年間かに亘り、エネルギー供給展望におい

て重要な部分を占めていくと考えられます。

このアウトルックは、原子力利用を取り巻く懸念について調べ、それらの懸念を評価す

るための基礎となるようなデータや情報や分析を併せて提示しています。本書は、ウラン

と核燃料サービス供給能力、発電のための原子力および代替燃料チェーンが健康と環境に

与える影響、原子力安全、加盟国で実施されてきている放射性廃棄物管理と処分方法、公

衆や政治の受け容れの問題、さらには、核拡散抵抗性と安全保障についてもカバーし、幅

広い分野について考察しています。

2030年とその先を展望する時、アウトルックでは、今後数十年間に予想される原子

力技術開発に対する考察を行いました。本書は、新型炉と核燃料サイクル、並びに海水淡

水化や水素製造や産業利用のためのプロセス用熱利用などの原子力の非発電利用について

も調べています。これに関連して、原子力の研究開発分野における国際協力と、技術的・

政治的視点から原子力の持続可能性を向上させる構想について、全体像を提示しています。

今、政策決定者は、エネルギーの需要・供給管理の分野で大きな課題に直面しています。

全ての技術に有利な点と不利な点があること、また、どのようなオプションも完全に比較

分析される前に退けられてはならないことは、一般に認識されています。すなわち、原子

力の利用に伴い、資金調達や安全、放射性廃棄物管理、核兵器拡散と物的防護などの面で

のリスクが公衆の懸念を惹起する一方、全体として、それらのリスクは、決して代替エネ

ルギー源に伴うリスクより高くなく、リスクを制御する仕組みも既に機能していることを

踏まえて考える必要があります。

原子力は、今日、実質的な役割を担っており、21世紀の進展に伴いより大きな役割を

果たすことが出来るようになっていくでしょう。私は、この書が、加盟国においてエネル

ギー政策を計画・実施するに当たって、原子力の選択肢の妥当性や重要性の判断に資する

ことを願っております。

この書は、外部の助力も得つつNEAの事務局によって作成され、私の責任の下で出版

されました。このアウトルックの中で述べられた見解は、必ずしも加盟国政府の見解を代

表しているわけではないことを付言しておきます。

ルイス・E・エチャバリ

(Luis E. Echavarri)

NEA事務局長
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エグゼクティブ・サマリー

キー・メッセージ
本文概要



キー・メッセージ

世界のエネルギー需要の増大と、その結果として生じる環境、
社会および政治への影響とのバランスを保つこと

社会および経済の発展を持続するためにエネルギーに求められる条件と、その

結果として生じる可能性のある環境面および社会政治的な影響とを調和させるこ

とは、21世紀における重大な世界的課題であると広く認識されている。2050

年までに世界の電力需要は約2.5倍も増加すると予測されている。

エネルギー、特に電力は、経済および社会の発展、また生活の質の向上にとって必要欠

くべからざるものであるが、20世紀における世界エネルギー供給は、持続的でなかった

と広く認識されている。世界は、人間活動による二酸化炭素の排出で引き起こされる気候

変動という環境への脅威、また、エネルギー価格の高騰およびエネルギー供給不安による

社会政治的な脅威に直面している。

・発電は、全世界の人間の活動に起因する二酸化炭素の排出の約27%に上り、群を抜い

て最大であり、かつ最も早いペースで増加している温室効果ガスの発生源である。

・エネルギー供給の確保は、世界中で、特に国内の化石燃料資源が限られるために輸入エ

ネルギーに依存している国々では、大きな懸念事項となってきた。

現行ベースシナリオにおいては、多くの開発途上国では急激な経済成長の下、より多く

のエネルギーを消費する生活に変わっていくと見込まれている。また、開発途上地域を中

心として世界人口の50%の増加が見込まれており、これらがエネルギー需要の伸びの推

進要因である。各国政府の政策が世界中で変わらない限りは、この増加に合わせて化石燃

料の使用は容赦なく上昇を続けるであろう。原子力エネルギーは、これらの問題を緩和す

るため、大きな役割を果たす可能性を有している。

現在および今後の世界のエネルギー供給に対する原子力発電の
貢献

2006年には原子力エネルギーは26億MWhの電力を供給した：これは世界の

電力の16%、またOECD諸国においては、その電力の23%に相当する。

・2008年6月時点で、30カ国および1経済地域において439基の原子炉が運転中で、

その合計の設備容量は372百万ＫＷであった。

・フランス、日本および米国の3ヵ国で世界の原子力発電容量の57%に当たる原子力発

電プラントを有している。また、2007年には16カ国が電力の1／4以上を原子力エ

ネルギーに依存している。
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2008年6月には14カ国および1経済地域において41基の原子力発電炉が建設中であ

り、アジアにおいては62カ月間の平均建設期間が一貫して達成されている。さらに

2001年12月から2007年5月までの間に電力系統に併入された18基のうち、3基は

48カ月以内に建設されている。

現在の国家計画や公式声明に基づくと、2020年で最大の原子力発電設備容量を有す

る国は、米国、フランス、日本、ロシア連邦、中国および韓国となる。中国と米国で最大

の容量増加が計画されている。

NEAは、低シナリオおよび高シナリオを用いて2050年までの全世界の原子力容量を

予測した。結果は、次の通り：

・2050年までに全世界の原子力容量は、1.5～3.8倍の間で増加すると予測される。

・高シナリオにおいては、全世界の発電量に占める原子力の割合は現在の16%から

2050年には22%へと上昇する。

・両シナリオともに、原子力発電は引き続きOECD諸国で大きな基盤となり続ける。

・現在は原子力発電を持たない多くの国が原子力エネルギー社会に加わる計画を持ってい

るが、2020年までにこれらの国々によって追加されそうな容量は全世界の原子力発

電設備容量の約5%にすぎない。

この予測は、他の機関の予測ともほぼ一致している。世界が2050年までの期間に

NEAの高シナリオ予測に合致するような速度で原子力発電プラントを建設することがで

きることは、歴史的にも証明されている。
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増大するエネルギー需要の負の影響を最小にする原子力エネル
ギーの役割

原子力エネルギーは、より高いエネルギーの供給セキュリティをもたらし、か

つ化石燃料の燃焼から生じる深刻な健康影響を低減して、二酸化炭素排出を防ぐ

上で重要な役割を果たし得る。

気候変動

国際連合(UN)の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、許容できるレベルに気候変

動の影響を抑え込むためには、発電からのものを含めて二酸化炭素の排出は半減しなけれ

ばならないと結論付けている。

・全ライフサイクルを通じて、原子力エネルギーはほとんど炭素を放出しない。

・この厳しい目標に対応するためには、技術の組み合わせが必要であるが、原子力エネル

ギーは、必要な規模で、確固たる実績を持つ唯一の低炭素化技術である。

・原子力エネルギーは発電にますます貢献できると共に、将来的には、ほとんど炭素を放

出しない熱源としても貢献できることになろう。輸送分野に燃料を供給するため、原子

力の熱を使用して水素を製造しようとする研究開発は、世界的に今後の可能性を秘めた

重要な開発と言えよう。

大部分の潜在的な外部コスト(即ち、気候変動の影響も含めて、価格に含められていな

いコスト)は、既に原子力発電では内部化されているが、化石燃料では外部コストが直接

コストとほぼ同じ規模になっている。

エネルギーの供給セキュリティ

原子力エネルギーは、その燃料(ウラン)が多様な供給源から得られること、および主な

供給者が政治的に安定した国々で操業していることから、石油およびガスより高い供給セ

キュリティを有している。

・既知のウラン資源は、再処理を行わなくても、少なくとも2050年までは増大する全

世界の原子力発電容量に燃料を提供するのに十分である。地域的な地質学的データに基

づくと、賦存が期待される資源が加われば数百年間は、ウランの供給を増加させること

が可能と考えられている。

・著しく拡大した全世界の原子力エネルギープログラムにおいても、現在確定されている

ウラン資源ベースで、数千年間は燃料を供給できる可能性がある。しかしこのためには、

既に技術的には十分に開発されているものの、商業運転には至っていない高速増殖炉が

必要になろう。

・ウランは、エネルギー密度が高い(１トンのウランは、現在の使い方でも10,000トン

～16,000トンの石油と同じエネルギーを生み出す)ため、輸送の途絶に対する脆弱性

が低いことを意味し、多量のエネルギー備蓄が化石燃料よりも容易である。
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健康影響

原子力エネルギーは化石燃料の消費から生じる深刻な健康影響の削減に貢献することが

できる。

・運転中の原子力発電からの排出による健康影響は、化石燃料の使用から生じるものと比

べて無視できる。

・化石燃料の燃焼からの排出による健康影響がもたらす生命の損失は、全てのエネルギー

源に起因する事故のそれを遙かに上回る。

・エネルギー利用の全ライフサイクルについて、実際の事故に基づく頻度／影響データを

比較すると、一般に信じられていることに反して、原子力エネルギーは化石燃料資源と

比べて遥かに事故リスクが低い。

原子力エネルギーの成長に係る課題への対応

原子力エネルギーは、化石燃料に関連した環境、政治および経済上の潜在的問

題を削減し、予期される電力需要の増加のかなりの部分に対応する可能性を持っ

ている。しかし、公衆のの大部分の意見は、原子力エネルギーのリスクが、その

利益をしのぐと考えている。原子力産業界および政府は、原子力発電の利用を望

むのであれば、安全性や廃棄物処分および廃止措置、核拡散および核セキュリテ

ィ、更にはコストという現実の課題や想定される問題に円滑に対処する必要性に

迫られている。

安全性

原子力安全は全世界的な問題である。なぜなら1つの国における深刻な事象は近隣諸国

に重大な影響を及ぼす可能性があるからである。このため原子力産業は、安全性および環

境保護を最優先事項として来たし、また今後も維持しなければならない。実効性のある安

全規制は、引き続き重要な要求である。

・OECD諸国における原子力発電プラントおよびその他の原子力施設の安全面での実績

は、多数の安全指標に示されているように優れたものである。この良好な安全面での記

録は、原子力産業の成熟度および規制システムの堅牢さを反映している。

・原子力産業の安全実績は、ここ何十年間かにわたり引き続き改善されてきた。新設計の

原子炉は、予期されない事象に対しても、能動的制御なしでプラントを安全状態に維持

することができる受動的安全装置を備えている。

・国際社会は、新規原子力施設の建設および次世代炉への関心が高まっていることを考慮

して、規制の有効性および効率性を高めるための計画を実施中である。

・原子力発電の経験のない国々が、原子力発電プラントを建設する場合には、産業、規制

および法律面で十分な実施体制を整えるために、必要な支援が提供されなければならな

い。
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廃棄物処分および廃止措置

これまでのところ、高レベル放射性廃棄物の主な処分計画の幾つかの遅延および失敗が、

原子力エネルギーのイメージに大きな悪影響を与え続けている。政府と原子力産業界は、

安全な処分を実現させるため、一丸となって取り組まなければならない。

・使用済燃料および再処理で発生する高レベル廃棄物の処分はまだ実施されていないた

め、一部では、これが技術的に困難か、不可能ですらあると考えられている。

・実際には、放射性廃棄物発生量は少量で、これを管理する技術は利用できる状態にある。

また、高レベル廃棄物の地層処分が技術的に実現可能で安全であるという国際的なコン

センサスも得られている。

・10万KWを上回る容量の米国の発電プラント数基が完全に解体されるなど、様々な原

子力施設が成功裏に解体、廃止されている。

・原子力発電プラントの廃棄物管理および廃止措置・コストは、原子力発電コスト全体の

約3%しか占めない。廃棄物管理および廃止措置の債務の資金を確保するための仕組み

もできている。

核不拡散および核セキュリティ

原子力界は、国による核兵器の拡散、および犯罪者あるいはテロリスト・グループによ

る放射性物質の悪意のある使用を防止するため、国際的に一丸となって取り組まなければ

ならない。

・40年近くもの間、核兵器の不拡散に関する条約は、核兵器の拡散を抑止する国際制度

として法的・政治的基盤となってきた。

・現在議論が行われている核燃料サイクルの多国間アプローチは、国際社会に対して、核

拡散上機微な技術を封じ込めておくことの保証を高める可能性を持っている。

・先進的な原子力技術では、核拡散脅威に対する抵抗性および破壊行為やテロリズムの脅

威に対するロバスト(堅固)性を強化するよう考慮した設計がなされている。

コスト

新規原子力プラントの建設および運転は、平準化コストベースではほとんどの場合、経

済的に成り立ち得る。しかし、もし政府が原子力プラントへの投資を奨励するなら、許認

可および計画立案における財務リスクや、放射性廃棄物および廃止措置に対して金融社会

が認識するリスクについて、それらを緩和することが必要となるかもしれない。

・原子力、石炭、およびガスの各発電プラントに対する平準化コストの2005年の国際

比較は、ある程度地域の実情に依存するものの、原子力が石炭およびガスと競合できる

ことを示した。その時点以降、石油価格が4倍に(2008年6月現在)なり、他の化石燃

料価格も連動して上昇している。

・ウランのコストは、原子力発電コスト全体の約5%にしかならない。

・原子力発電の経済面での課題は、発電の平準化コストではなく、それよりは投資資金に
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関係している。

・既存の原子力エネルギー投資からの収益は、多くの場合、設備利用率の改善、出力増強

および許認可更新を通じて増加した。世界の設備平均利用率は過去15年間に10%も

増加し、今や83%に到達している。多くのプラントは、出力増強を行い、一部は約

20%も引き上げた。また、かなりの数の原子炉が寿命を40年から60年に延長してい

る。

原子力エネルギーと社会

原子力利用を拡大しようとするのであれば、三者間の関係、即ち政策立案者、原子力産

業界および社会の間でこれまで知識の蓄積や公衆の参加を進めてきた関係がますます重要

になる。

・調査によると、EU諸国の市民の半数以上が原子発電のリスクがその利益を凌ぐと考え

ていることが示されている。

・人々は原子力発電所の実際の運転よりも、原子力エネルギーを取り巻く幾つかの側面

(放射性廃棄物、テロ、および核拡散)に対して、もっと懸念を抱いている。

・原子力エネルギーに関連した知識が増えると原子力を支持する人の割合も増える傾向が

あるが、大部分の人々は不十分なレベルの知識しか持っていないと感じている。

・科学者および非政府組織(NGO)関係者は、情報提供を受ける上で、最も信頼されてい

るグループになっている。

・原子力の利用が国のエネルギー政策の一環として容認されるためには、ステークホルダ

ー(利害関係者)の関与および公衆の信頼を構築する過程がますます重要になりそうであ

る。

技術開発

原子炉の現世代の炉型は、すぐれた運転実績を上げることができており、今後

20～30年間、原子力エネルギーの成長の基盤となるであろう。原子炉設計と核

燃料サイクルについての国際協力により、将来のより一層の発展が期待できる。

新型炉

将来の軽水炉は、安全特性と経済性が改善された第III世代プラス炉(現行の第III世代炉の

改良型)となり、今世紀中頃まで主流となりそうである。すでに4基の第III世代プラス炉が

運転しており、更に多くが建設中である。

・将来の高温ガス炉は、2020年前後に商業化できそうであるが、輸送用やその他のプ

ロセス熱利用向けの水素を生産するため、十分高温で運転することができる。

・開発途上国用に設計されている小型炉は、固有の受動的な安全システムを採用し、特に

原子力の経験に乏しい国々で有効だが、まだ技術は商業的に確立しているわけではない。
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・第IV世代エネルギーシステムの概念は、2030年以降の商業運転に向けて、核拡散抵

抗性と核物質防護面の改善を図っている。この国際協力(イニシアチブ)は、発生廃棄物

を最小限とするとともに、価格競争力を持ち高い信頼性のある原子力技術について、そ

の安全かつ持続可能な拡大の支援を目的としている。

・核融合エネルギーは、まだ実験段階にあり、今世紀の後半でも商業発電として利用され

る可能性は低い。

現在および先進燃料サイクル

現在の実状は、核燃料を再処理する国と再処理しない国に分かれている。最大の原子力

施設数を誇る3カ国のうち、フランスおよび日本は、現在、使用済燃料を再処理している

が、米国は行っていない。先進燃料サイクルは、米国も含めて多くの国々で検討・開発中

である。

・今日存在する使用済燃料を再処理すると、約700炉年の燃料を軽水炉に提供できると

考えられる。現在使えそうな燃料源を含めると、さらに3,000炉年にわたって燃料を

提供できると考えられる。

・第IV世代国際フォーラムで検討されているような閉じた燃料サイクルを持つ高速炉は、

既存の備蓄プルトニウムを燃焼させるように設計することができ、あるいは非分裂性の

ウランの同位体からプルトニウムを増殖させるように設計することもできる。後者の場

合には、与えられた量のウランからのエネルギーの抽出量を60倍にも増やすことがで

き、ウラン資源を何千年も保つことが可能となる。

・再処理は、使用済燃料の管理の面でも利点があり、地層処分の必要な高レベル放射性廃

棄物の体積を著しく低減することができるようになる。

・先進燃料サイクルは、長寿命同位体の分離およびそれらを除去するための再照射を商業

規模で実施できる可能性を秘めている。その場合、使用済燃料から生じる廃棄物の放射

能量は、自然崩壊によって200～300年以内に、燃料が製造されたウランの放射能量

以下に減少することになろう。
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本文概要

21世紀における世界のエネルギー需要の社会的、政治的およ
び環境的影響
エネルギー、特に電力は、経済および社会の発展にとって、ま

た生活の質の向上にとって必要欠くべからざるものであるが、

20世紀における世界のエネルギー供給は、持続的ではなかった

と広く認識されている。世界は、人間活動による二酸化炭素の排

出で引き起こされる気候変動という環境への脅威、また、エネル

ギー価格の高騰およびエネルギー供給不安による社会政治的な脅

威に直面している。

多くの発展途上国においては、急激な経済成長の下、より多く

のエネルギーを消費する生活に変わっていくと見られる。また、

主に開発途上地域を中心として、世界人口の50％の増加が見込

まれており、これらがエネルギー需要の推進要因である。現在1

人当たり年間のエネルギー消費は、特に国別および地域別に大き

く異なっており、世界の人口の4分の3程度を占める開発途上国

では、全世界のエネルギーの僅かに4分の1しか消費していない。

現在の各国政府の政策が変わらない限り、2050年までに1次エ

ネルギー総供給量および全世界の電力需要の両方ともに約2.5倍

に増加すると予想されている。

大部分の国の政府の政策が変わらなければ、原子力発電は大き

な貢献をしそうにはなく、エネルギー需要の増加に合わせて化石

燃料の使用は容赦なく上昇を続けるであろう。このような化石燃

料の使用量の増加は、二酸化炭素の排出の増加につながり、科学

および最近の歴史が示すように、我々の気候に影響を及ぼす。ま

た、エネルギーの供給不安や価格の高騰を招き、政治的、経済的

な不安定さにつながる。

国際連合(UN)の“気候変動に関する政府間パネル”(IPCC)は、2007年に発表した最新

の主要な報告書において、温室効果ガス、特に二酸化炭素の大気中への放出を抑制するた

めに環境にやさしいエネルギー源が必要であることを示した。人間活動に起因する二酸化

炭素の排出のうち、発電によるものは約27%を占めており、群を抜いて最大であり、か

つ最も早いペースで増加している温室効果ガスの発生源になっている。

電力消費が１人当たり4,000kWh以下だと、平均寿命および教育効果が急速に落ちる

とされているが、2005年時点では世界の人口の大部分は、この値よりはるかに少ない

電力を使用している。2030年までの期間では、電力需要の最大の伸びはインドおよび

中国で生じると予想されている。米国においても電力需要は過去55年間連続的に伸びて

おり、鈍化の明白な兆候はない。他の国々はOECD諸国並みの経済発展レベルを熱望し
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社会および経済の発展を継

続するためエネルギーに求

められる条件と、エネルギ
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させることは、21世紀に
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る。

2050年までに全世界の電

力需要は約2.5倍も増加す

ると予測されている。



ているため、彼らのエネルギー需要も最終的には同じパターンと

なる可能性が高く、電力需要の伸びは止まりそうにない。

国連の人口予測、およびIPCCの人口1人当たりの国民総生産

(GDP)とエネルギーインテンシティ(GDP当たりのエネルギー消

費単位)の予測が正しければ、気候変動を安定させるのに必要で

あるとIPCCが考えている二酸化炭素排出量の50％の削減を

2050年までに達成する必要があり、これは、世界のエネルギー

システムの炭素インテンシティ(エネルギー消費単位当たりの二酸化炭素排出)は、4分の

1まで削減されなければならない。これは、途方もなく挑戦的な課題である。ちなみに、

IPCCのデータからは、過去35年間に炭素インテンシティは10％未満しか改善されなか

ったことが示されている。

供給セキュリティについても、世界中、特に国内の化石燃料資源が限られるため、輸入

エネルギーに依存している国々では、大きな懸念事項になってきている。世界の容易に採

取できる石油および天然ガスの資源の大部分は、中東およびロシア連邦の2～3カ国に集

中している。過去20～30年間にわたり、これが経済および政治の両面で重大な緊張の

源となったことが証明されている。

現在及び今後のエネルギー供給に対する原子力発電の貢献
原子力エネルギーは、一方では、化石燃料に付随する潜在的な

地球環境問題や政治的問題および経済的問題を削減しつつ、予期

される電力需要増加のかなりの部分に対応する可能性をもたらし

ている。

世界のエネルギーに対する原子力発電の現在の貢献

最初の民生用の原子力発電プラントは1950年代に建設され、

これが、1970年代および1980年代の大規模な原子力産業の拡

大に至った。急速な成長は、スリーマイル島発電所の事故

(1979年)およびチェルノブイル事故(1986年)、ならびに

1980年代中頃の化石燃料価格の崩壊の後に終結した。

2008年6月現在、30カ国および1経済地域において439基

の原子炉が運転中で、その合計の設備容量は372百万ＫＷであ

った。2006年には原子力エネルギーは26億MWhの電力を供給

した。これは世界の電力の16%また、OECD諸国の電力の23%

に当たる。全世界の原子力発電炉の運転経験は今や12,700炉・

年を超えている。フランス、日本および米国において世界の原子

力発電容量の57%を有しており、2007年には16カ国が電力の

1／4以上を原子力エネルギーに依存している。

2008年6月時点で、14カ国および1経済地域において41基
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予測が正しければ、2050
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の原子力発電炉が建設中である。これらの原子炉は

全世界の原子力発電容量を9.4％増加させる。アジア

では62カ月間の平均建設期間が一貫して達成されて

おり、さらに、2001年12月から2007年5月まで

の間に電力系統に併入された18基のうち、3基は48

カ月以下の期間で建設されている。

既存の原子力発電プラントへの投資によって、設

備利用率の改善、出力の増強および許認可更新が行

われ、発電量が増加している。世界の原子力プラン

トの設備利用率は過去10年間に著しく増加してお

り、発電容量は年率1％しか上昇しなかったが、発電

電力量は年率2.5%で増加した。また、既存のプラン

トの出力増強によって、全世界の発電容量は約7百万

KW増加し、米国においては2008年5月現在で、

48基の原子炉が許認可更新を認められ、これらの原

子炉の運転期間を40年間から60年間に延長してお

り、最長のものは2046年まで延長された。

見込まれる原子力エネルギーの将来への貢献

世界、特に中国、インド、ロシア連邦、ウクライ

ナおよび米国において、相当数の更なる原子力発電

プラントの建設計画がある。西欧では現在、フィン

ランドおよびフランスで建設中のプラント以外に確

定した計画はない。英国政府は原子力の建設を推奨

しているが、今日までに発注は確定していない。イ

タリアでは、最近、新しく選出された政権が原子力

の建設に対する関心を表明している。欧州の数カ国

(ベルギー、ドイツ、スペイン、およびスウェーデン)

は、原子力の段階的廃止政策を採用しているため、

原子力エネルギーに対する依存度を著しく削減する

見通しである。しかしながら、これらの国において

も、一部では政治的意見が分かれており、原子力発

電はかなりの期間にわたって、依然としてエネルギ

ーミックスの一部を構成することになろう。現在の

最終閉止期限は、ドイツで2022年、ベルギーおよ

びスェーデンで2025年である。東欧各国においては、原子力エネルギーはこれより遥

かに好意的に見られており、一部の国々は、新規原子力容量の追加に対して確固たる実施

の意志を示している。

現在の国家計画及び政府の公式表明によれば、2020年時点で最大の原子力発電設備
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NEAの想定

低シナリオ－新規プラントは、
2030年までの20年間に廃炉となる
ものを置き換えるためにのみ建設さ
れる。容量は、現状維持か、または
寿命延長、出力増強、および高出力
のプラントとの交換によってわずか
に増加する。
2030年～2050年の間：
・炭素回収・貯留が成功
・再生可能エネルギーの利用に成功
・新規原子力技術の経験は乏しい
・原子力発電に対する公衆および政
治的受容度は低い

高シナリオ－寿命延長、プラントの
出力増強は継続する。2030年まで
に原子力の容量を追加したいとする
現在の国家計画や政府声明は概ね実
施される。
2030年～2050年の間：
・炭素回収・貯留は不十分な成果
・再生可能エネルギーの利用は期待
外れ
・新規原子力技術の経験は良好
・気候変動および供給セキュリティ
に関する公衆の懸念が増大し、政
府に多大な影響を及ぼす。
・原子力発電に対する公衆および政
治的受容度は高
・炭素排出権取引の枠組みは広く普
及し、成功である。



容量を有する国は、米国、フランス、日本、ロシア連邦、中国および韓国となる。中国と

米国で最大の容量増加が計画されている。フランスを例外として、世界で最大の原子力発

電容量の国が、原子力への依存度が最も高い訳ではない。2020年時点で予想されてい

る原子力発電の上位5カ国のうちで、米国および中国は、それぞれ原子力の割合が僅か

20％および5％と予測されている。現在の非原子力国の多くが原子力エネルギー利用国

に仲間入りする計画を有しているが、これらの国々の計画は全世界の原子力発電設備容量

に対して僅かに5％上乗せするに過ぎない。

NEAは、原子力電力供給の低シナリオおよび高シナリオを作成し、全世界の原子力発

電設備容量が2008年の372百万KWから2050年までに580百万KW～1,400百万

KWへ増加することを示した。高シナリオの下では、全世界の電力生産量に占める原子力

の割合は、現在の16%から2050年には22%まで上昇すると考えられる。これらの予

測は、他の機関の予測とほぼ一致している。

この伸びを達成するためには、2030年から2050年の間に、廃止措置に付随するプ

ラントの取り換え用および新規原子力発電プラント用に、年平均で23基(低シナリオ)か

ら年平均で54基(高シナリオ)の原子炉を建設する必要が生じる。世界が、2050年まで

の期間に高シナリオ予測に合致するような速度で原子力発電プラントを建設できること

は、歴史的にも証明されている。また、国際エネルギー機関(IEA)の参照シナリオの10％

という予測に対して、もし、世界の国々が必要とするのであれば、世界的には2030年

までに世界の発電容量の30％以上を原子力とするようなペース

で原子力プラントを建設する能力があることも歴史が示してい

る。

NEAの低シナリオおよび高シナリオは、両方とも、原子力発

電はOECD諸国が引き続き大部分を保有しているものと予測して

いる。インドおよび中国では急速な経済成長が予想されているが、

全世界の原子力容量に占めるこれらの国の割合は2050年までは

比較的小さい。

世界のエネルギー需要増に伴う負の影響を最小限にするための
原子力エネルギーの潜在的役割

気候変動の影響

IPCCの分析によれば、気候変動の影響を許容範囲まで抑え込むためには、二酸化炭素

の年間排出量を2005年レベルから半減しなければならないと結論づけている。2050

年までに排出量は13Gt／年まで削減されなければならない。評価によれば、真剣な改善

策が講じられなければ、排出量は2050年までに約60Gt／年になるとされている。発電

は現在、人間活動による二酸化炭素の全排出量の27％を占めており、群を抜いて最大で

あり、かつ最も排出量の伸びの速い温室効果ガスの排出源となっている。

IEAは、この極めて厳しい目標に対応するにはエネルギーの生産および利用の両面にお
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ける極端に高い効率向上、再生可能エネルギー利用の大規模な拡

大、大量の炭素回収・貯留、ならびに非常に大規模な原子力エネ

ルギーの利用拡大を含む技術の組み合わせが必要であると示唆し

ている。

原子力エネルギーは必要とされる規模できちんとした実績を持

つ、ほとんど炭素を放出しない技術である。NEAの高シナリオ

および低シナリオ予測では、石炭の代わりに原子力を使用するこ

とにより二酸化炭素排出を2050年に4Gt～12Gt削減できる

が、これはIPCCが勧告する13Gtの目標レベルの観点から大き

な意義がある。

発電に適用される外部コストという概念は、気候変動の影響も

含めて、価格に現れない影響を明らかにしたものである。外部コ

ストを考慮に含めた電力生産サイクルでの評価では、原子力発電

および水力発電が全サイクル期間ベースで最も安価であることが

示されている。

しかしながら、京都議定書では原子力エネルギーを、「クリー

ン開発」メカニズム及び「共同実施」メカニズムの下で認められ

た技術とは見ていない。この議定書の適用期間は、発電プラントに対する投資家の意思決

定に大きな影響を与えるにはあまりにも短すぎる。京都議定書の次の新たな枠組み交渉が

開始された。発電プラントは最大の二酸化炭素排出分野であり、排出の伸びが他のどの分

野よりも速いことから、新たな枠組みではもっと長期の見通しが可能なようにして、全て

の利用可能な選択肢を検討しなければならい。

エネルギー安全保障の影響

原子力エネルギーは、燃料(ウラン)が色々な供給源から得られること、および主な供給

者が政治的に安定した国々であることから、石油およびガスよりも高い供給セキュリティ

を提供することができる。

ウランはエネルギー密度が高い(1トンのウランは、現在の使い方でも10,000トン～

16,000トンの石油と同じエネルギーを生み出す)ため、輸送の途絶に対する脆弱性が低

いことを意味する。さらに、ウランのエネルギー密度が高いこと、および原子力発電コス

トに占めるウランの寄与が低いことから、多量のエネルギー備蓄が現実的かつ合理的であ

る。

既知のウラン資源は、ワンススルー燃料サイクル(すなわち再処理を行わない)を採用し

た世界の原子力発電容量が拡大しても、少なくとも2050年までは燃料を提供するのに

十分であり、更なる発見が必要となるまで数十年間の余裕がある。現在のウラン資源／消

費比率は、石油やガスよりも良好である。地域的な地質学的データに基づくと、賦存が期

待される資源が加われば数百年間はウランの供給は増えると考えられている。

稼働率80％で運転される1,000MWeの軽水炉(LWRs)を想定すると、照射済燃料に
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は最初のエネルギー含有量の半分以上が残存しているが、これを

再処理することによって約700炉・年分の燃料が提供できる可

能性がある。劣化ウラン保管量ならびに過去の軍事用ウランおよ

びプルトニウムのような既存の潜在的燃料資源を考慮すれば、さ

らに約3,100炉・年にわたって燃料を提供できる可能性がある。

閉じた燃料サイクルを持つ高速増殖炉によりウランの非核分裂

性同位体を核分裂物質に変換することにより、ウランからのエネ

ルギーの抽出量を60倍にも増やすことができる。この技術は核

燃料の供給を何千年も伸ばすことができるが、高速増殖炉はまだ

商業運転段階にはない。フランス、ロシア連邦、インドおよび日

本は運転可能な高速炉(このうちの幾つかは研究炉である)を有し

ている。

健康影響

エネルギーの使用が増えると、重大な健康影響を伴う。屋外の大気汚染の影響は確かで

はないが、OECDの「2030年までの環境展望(Environmental Outlook to 2030)で

は現在、年間百万人の早期死亡が大気汚染によるものと推定されている。原子力エネルギ

ーは、化石燃料消費による健康影響の低減に貢献することが可能と考えられる。

発電技術の健康に対する影響の合理的な評価では、事故による放射性物質放出の長期の

健康影響、およびそれよりはるかに支配的な化石燃料源からの運転に伴う排出の両方を考

慮すべきである。化石燃料の使用により発生する気体状および粒子状の排出物(SOx、

NOxおよび微粒子)は健康に著しく有害な影響を及ぼすことが知られている。電力生産の

ライフサイクル分析によれば、原子力発電(放射性物質放出の影響も含む)が、排出物に関

連した健康影響を回避する最良の発電技術の1つであることを示している。排出に関連し

た健康影響からの死亡者数は、エネルギー供給チェーンにおける事故による死亡者数をは

るかに上回っている。

1969年～2000年までの期間のOECD諸国における全エネルギー供給チェーンを対

象としたでの実際の事故データの頻度－影響曲線の比較を通じ、石油、石炭及び天然ガス

は液化石油ガス(LPG)よりも著しく安全であるが、原子力は、それら石油、石炭および天

然ガスよりもかなり原子力が安全であることが示されている。しかしながら、公衆および

政治的な関心は、放射能放出による長期間で死亡に至るような極めて確率の低い大規模な

事故に集中している。

原子力エネルギーの成長への課題への対応
原子力エネルギーが、地球環境への脅威および社会経済的な脅威を低減化する能力を潜

在的に持っているにもかかわらず、公衆の大部分の意見は、原子力エネルギーのリスクは

その利益を凌ぐと認識している。今後数十年間で原子力発電が潜在的能力を十分に発揮す

るためには、公衆および政治家はこの技術の多くの側面、特に安全性、廃棄物処分および
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年間、燃料を供給すること

は可能と考えられる－これ

には、まだ商業化がされて

いない高速増殖炉を必要と

する



廃止措置、核セキュリティ、核不拡散、ならびにコストについて

確信している必要があろう。

安全性

原子力産業は、安全性および環境保護を最優先事項として維持

しなければならない。1970年代および1980年代の急速な原子

力発電の拡大は、主としてスリーマイル島の事故およびチェルノ

ブイル事故により終結した。同時に、化石燃料価格が下がったた

め、多くの国で新設原子力プラントの経済性が悪化してしまった。

現在は化石燃料価格が高いものの、また重大事故が発生するようなことがあれば、それが

大量の放射性物質を環境に放出するかしないかにかかわらず、原子力エネルギーの将来に

深刻な意味合いを持つことになろう。

原子力安全は地球規模の問題である：1つの国における深刻な

事象は、近隣諸国に重大な影響を及ぼす可能性がある。原子力安

全を確保する責務は明確に各国にあるが、国際原子力社会は、

“多国間設計評価プログラム”(MDEP)およびその他の国際的なイ

ニシアチブを通じて、各国の安全対策の調和を推進しようとして

いる。

MDEPは、新規原子力発電プラントの設計審査業務を行う国の

規制当局の資源(人員、予算等)知識を最大限に活用するための革

新的取組みを推進することを目的に、10カ国がNEAの支援を受

けて実施しているイニシアチブである。MDEPの主な目的は、新

規原子炉の安全性を強化するための標準的な規制や、規制の実施方法を確立することにあ

る。結果的に規制や規制の実施方法が一致することによって、規制者間での協力関係の強

化を可能とし、各国の許認可プロセスの一部である設計審査の有効性と効率性を向上させ

る。

原子炉の新設計は、受動的安全システムにより、特に想定外の事象の間も、能動的制御

抜きでプラントを安全状態に維持することのできるようになっている。まだ建設されてい

ないが、一部の小型原子炉向けの新型設計は、冷却材喪失事故の確率および影響を低減す

るため、蒸気発生器、加圧器およびポンプを全て原子炉圧力容器内に配置した一体化され

た冷却システムを持っている。

原子力エネルギーは、原子力発電や規制の過去の経験が極めて限られている国々におい

ても開発される可能性がある。これらの「新興」原子力国が適切な産業および規制上の取

り組みを進め、適正な法的手続きを確実に実施できるようにすることは、国際社会、特に

原子力機器製造国の義務であろう。
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今後数十年間で、原子力発

電がその潜在的能力を十分

に発揮するようにするため

には、公衆は、安全性、廃棄

物処分、核不拡散およびコ

ストについて確信していな

ければならない。

国際社会は、新規原子力の

建設および次世代炉への関

心が高まっていることを考

慮して、規制の有効性およ

び効率性を高めるためのイ

ニシアチブを実施中であ

る。



廃棄物処分及び廃止措置

低レベル及び短寿命中レベル廃棄物は、放射性廃棄物の中で最大の体積量を占めている

が、その放射能量は全体の放射能量のごく一部を占めるに過ぎない。このような廃棄物の

処分技術は十分に開発されており、大規模な原子力計画を有する多くの国々は、その処分

施設を操業しているか、あるいはその開発がかなり進捗した段階にある。

これまでのところ、幾つかの高レベル放射性廃棄物(HLW)処分施設計画の遅延及び失

敗が、原子力エネルギーに対するイメージに大きな悪影響を与え続けている。政府と原子

力産業界は、安全な処分を実現させるため、一丸となって取り組まなければならない。高

レベル廃棄物の処分はまだ実施されていないため、一部では、これが技術的に困難か、不

可能であるとすら考えられている。更に、廃棄物管理及び廃止措置は、法外に高価につく

と信じられていることもある。

HLW発生量は少量で、十分に長期にわたって安全に貯蔵できる。百万KWの軽水炉は

年間約25トンの使用済燃料(SNF)を発生し、これらはHLWとして処分のため梱包するか、

または、使用済燃料が再処理される場合には、約3m3のガラス固化された高レベル廃棄

物が生成する。

SNFとHLWの最終的な管理に向けて世界的に追求されてコンセンサスが得られている

方法は地層処分であり、そのための技術的基盤は十分に確立されている。これまで、

SNFとHLWの処分施設で許認可が得られたものはないが、国レベルの参加型意思決定プ

ロセスを通じて進展が見られている。米国では、1カ所のサイトが選定され、多くの調査

研究が実施された。フィンランドでは、選定されたサイトは政治的にも、また地域からも

支持が得られており、スウェーデンでも間もなくそのような状況になる可能性がある。フ

ランス、日本及び英国を始めとする、その他多くの国々は、現在、HLW処分サイトの調

査を進めているところである。地層処分を調査している全ての国で2050年までに処分

場の操業に成功した場合、NEAの高シナリオに基づけば、明確な処分ルートを持たない

SNF及びHLWは全体の約1/4のみである。

これまで様々な原子力施設で発生した廃棄物処分の経験や廃止

措置の経験は数多くあり、その中には、完全に解体された

100MWeを上回る容量の米国の発電プラント数基も含まれる。

英国の貿易産業省の分析では、原子力発電プラントの廃棄物管理

及び廃止措置のコストは、原子力発電コストの全体の僅か3％を

占めるに過ぎないことを示した。廃棄物及び廃止措置の債務の資

金を確保するための仕組みもある。

今日の世界の原子力廃止措置債務の70%は、民生原子力発電

プラントではなく、冷戦時の軍事活動に伴うものであると分析さ

れている。

核不拡散及び核セキュリティ

民生部門の発電用に開発された核物質あるいは技術が軍事目的に転用される可能性は多

32

これまでの高レベル廃棄物

処分施設の建設失敗は、原

子力への否定的見解の大き

な要因になっている－しか

し、今は高レベル放射性廃

棄物の地層処分に対する国

際的なコンセンサスが得ら

れている。



くの人々の心配の種である。核兵器の不拡散に関する条約(NPT)の下、国際原子力機関

(IAEA)の保障措置システムが、民生用核物質及び技術の軍事利用への転用防止を助ける

上で、国際社会に十分に役立ってきている。NPTは191の締約国を持ち、1970年に発

効、1995年は無期延長された。保障措置の取り決めは、外交的、政治的、また経済的

な措置によって支援され、かつ機微技術の輸出管理によって補完されている。

NPTは、40年近くもの間、核兵器の拡散を抑止する国際制度の法的基盤であった。し

かし、その将来の有効性や支援は、様々な政治的、法的、技術的な進展の結果、危機にさ

らされている。NPTにおける成功を確実に継続させるため、強化が必要になっている。

再処理及び濃縮技術の拡散に対する懸念は、核燃料サイクル施設の不拡散保証を高める

ためのIAEAによる多国間原子力アプローチの提案につながっている。このアプローチは、

考えられる広範囲のメカニズム、すなわち、国際核燃料供給保証の実施、国に管理されて

いる既存施設の多国間施設への自主的な変換の推進、ならびに濃縮及び使用済燃料処分の

ための新たな多国間で共有する施設の新設といったメカニズムを介して、濃縮や再処理に

対する既存の商業的な取り決めを補強することを目的としている。

その他、幾つかの提案も議論中または策定中である。これら提案には、米国によって推

進され、2008年8月現在で21の国が参加している国際原子力エネルギー・パートナー

シップ(GNEP)及び国際濃縮センター(IUEC)を設置するためのロシア連邦のプロジェク

トが含まれている。日本、ドイツ及び商業濃縮施設を有する6カ国からの提案も国際的な

議論に貢献している。

国際保障措置制度は核拡散防止の重要な構成要素であるが、設

計上の措置により保障措置管理を容易にすることもできる。先進

的な原子力技術は、核拡散脅威に対する抵抗性及び破壊行為やテ

ロリズムの脅威に対するロバスト(堅固)性を強化するよう設計さ

れている。

コストおよび資金

NEAおよびIEAは、原子力、石炭、およびガスの各発電プラントによる平準化コストの

国際比較を2005年に行ったが、その結果は、ある程度地域により異なるものの、原子

力が石炭およびガスと競合できることを示した。その時点以降、石油価格が４倍に

(2008年6月現在)なったが、他の化石燃料価格もこれに連動して上昇している。新規原

子力プラントを建設し、運転することは、適正な条件下では、明らかに採算に合う事業で

ある。しかしながら、原子力発電コストの感度分析によれば、これらは、特に「オーバー

ナイト」建設コスト(金利抜き建設コスト)および資本コスト(金融費用)に依存することが

判明している。巨額の前払いコストも、投資家の意欲を削ぐ。したがって、原子力発電の

経済的課題は、平準化発電コストではなく、投資資金により関係している。

原子力発電コストは、3つの主要な要素からなる：資本投資、運転および保守(O&M)、

そして燃料サイクルである。原子力発電所を建設するために必要な資本投資は、通常は原

子力発電の全体コストの60％を占め、一方、O&Mおよび燃料サイクルは、それぞれ

25％および15％を占める。ウラン自体のコストは、原子力発電コストの僅か5%程度に
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核兵器の不拡散に関する条

約は、40年間、核兵器の

拡散を成功裏に抑止してき

た。



すぎない。これは化石燃料発電プラント、特に燃料コストが支配

的なガス発電プラントとは明らかに異なっている。

電力向けの競争的卸売市場の導入は、一般的には既存の原子力

プラントにはプラスであった。競争圧力は運転実績の向上を後押

しし、資産価値を完全に生かすことができた。新規および既設の

プラントにとって、経済性の改善は、出力の増強、寿命期間の延

長および設備利用率の向上により達成できる。世界的にみて設備

利用率平均は過去15年間にほぼ10％増加し、現在は83％に到

達している。2006年には5カ国で平均設備利用率が90％を超

えたが、2007年にはこのような国が6カ国に増え、世界で最も

良好な原子炉では設備利用率が約95％になっている。多くのプ

ラントは、もっと発電できるように出力増強を行っており、一部では20％も増強されて

いる。多くの原子炉が寿命を40年間から60年に延長して許認可を受けている

新設の原子力プラントにおける多額の初期資本コストと許認可プロセスにかかる時間の

長さは、投資家を新規の建設に対して極めて慎重にさせている。政府が原子力への投資を

奨励しようとするなら、許認可、計画立案、放射線廃棄物管理および廃止措置に関係した

実際の、または認知されている資金的リスクを取り除くか、または緩和することが必要に

なろう。原子力計画に関して幅広い国家的合意を得ることは、投資家に対する政治的リス

クを削減する上でも有効であろう。

更に政府は、炭素の価格決定および取引のための明確な長期的取り決めを導入する必要

に迫られる可能性もある。大部分の潜在的な外部コストは、原子力発電の場合はすでに内

部化されているが、化石燃料の場合には外部コストが直接コストとほぼ同じ規模になって

いる。電気事業者の発電による収入への課税方法によっては、発電技術間の相対的競争力

に影響を及ぼし、原子力や再生可能エネルギーのような資本集約的な施設の建設を思いと

どまらせるという影響を与え得る。政府は、エネルギー政策の目的と課税制度が調和する

よう努める必要がある。

法的枠組み、インフラおよび資源

現在の国際的な法的枠組みは、多数の法的拘束力のない規約(code)、指針(guideline)

および基準(standard)で補完された、一連の法的拘束力のある条約(treaty)、協定(con-

vention)、協約(agreement)および決議から構成されている。国際的な法的枠組みは、

最近の50年間に著しい変化を遂げた。国家レベルであろうと国際的レベルであろうと、

法的枠組みは、全世界の原子力エネルギー生産が飛躍的に増加する場合も含めて、将来の

展開に十分に適応できるように柔軟でなければならない。最も重要な課題の1つは、新た

な原子力発電プログラムを持つ国々を、現行の国際的枠組みの条件に従うよう説得するこ

とである。同じ課題は、すでに確立した原子力計画を持ちながらも、これまでのところ制

度を既存の国際的枠組みに調和させることを拒否している国々にも当てはまる。

規制機関は、各国の法的枠組み上重要な構成要素であり、次の条件を有することが不可

欠である。
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原子力が、石炭と天然ガス

に対し競争力を有すること

はこれまでの国際的な比較

からも示されているが、原

子力エネルギーへの投資を

推進するためには、政府は

許認可や計画に伴うリスク

を軽減する必要に迫られる

可能性もある。



・十分な法的権限、技術的能力および管理能力を有する

・責務を全うするための十分な人的および財政的資源が確保され

ている

・安全性に関する利益と相反するような不当な影響および圧力か

ら免れる

予期される原子力発電の需要の増加に伴い、不安を持つ利害関

係者(ステークホルダー)は、より包括的で、決定的な国の法律制

定に向けてに要求するだけでなく、公衆の参加に関してより効果

的な国際条約も要求する可能性がある。原子力エネルギーの将来を決定・形成する政策立

案プロセスにおいて、良好なガバナンス(支配関係)を一層整備、実施することが、啓蒙的

かつ権限委譲が進んだ魅力的な社会に向けての必要なステップと言える。このようなこと

が効果的に進められるようにするには、情報の透明性および利害関係者の関与を支援する

法的枠組みが必要になる。法律制定者は、確立した法的手続きにより利害関係者が原子力

の意思決定に関与する権利を拡大しようとすると思われる。彼らは、原子力の意思決定に

利害関係者の関与を拡大することが、原子力政策および環境政策の有効な実施につながり、

かつ公衆の信頼と信用の構築に役立つであろうと確信している。

現在の原子力従事者の多くは、1960年代および1970年代の原子力計画の急速な発

展期に教育を受け、仕事に就いた。これらの人々は今や退職に近いか、すでにこの業界を

去っている。原子力発電プラントの長期にわたるライフサイクルと技術的能力への要求ゆ

えに、今や多くの国々の原子力産業が、既存の技能および能力の

維持や原子力発電の拡大のための技能開発という問題に直面して

いる。十分な人的資源の供給についていえば、電力市場の自由化

進展の結果、コスト削減圧力と共に原子力研究に対する政府予算

の減額による影響を受けている。大部分の国では､適格な人材確

保が重要なことを認識しており、最近の国際的、地域的および国

家的な原子力イニシアチブにおいては、より多くの学生が原子力

分野へ参入することを奨励、促進する必要があると認識されてき

ている。一部の進展はみられるものの、まだなすべきことは多い。

原子力研究は、安全性、放射性廃棄物管理、ならびに原子力科学および技術開発を含む

多くの領域において必要不可欠である。1990年代を通じて、原子力計画を持つ大部分

のOECD諸国の政府は、核分裂に関する研究開発(R&D)用予算を削減してきた。この国

内財源の削減の結果、NEAおよびIAEAなどの国際機関は、国立研究所、産業界および大

学の専門能力と資源を蓄積しておくための中核として重要度を増大させた。またこれら国

際機関は、知識の保存に関連した活動においても重要な役割を果たしている。

近年の世界的な原子力発電プラント建設基数の減少は、原子力建設産業の大規模な統合

を引き起こし、結果的に、現在は新規プラントの建設能力が制約されるに至っている。し

かし需要があれば、再構築は可能である。すでにこの現象が起きているという幾つかの証

拠もある。
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原子力発電の拡大に伴う最
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高齢化する原子力労働者、

新規建設の歴史的な減速お

よび専門能力に対する需要

は、原子力分野が現在人材

問題に直面していることを

意味する。



原子力エネルギーと社会

原子力発電が競争力を持つようになると、発電所の実際の運転よりも、原子力エネルギ

ーを取り巻くいくつかの側面(放射性廃棄物、テロリズムおよび核拡散)について、人々は

多くの懸念を抱くようになる。廃棄物処分場の立地問題が解決されれば、原子力エネルギ

ーへの反対はかなり減少するであろう

しかしながら、EU諸国の半数以上の市民は、特に、原子力発電のない国に住んでおり、

個人的に経験がほとんどないか、あるいは十分に情報提供を受けていると感じていない場

合には、原子力発電のリスクがその利益を上回ると考えている。原子力エネルギーの知識

が増えれば支持も増えるが、大部分の人々は自分は不十分な知識しか持っていないと思っ

ている。科学者および非政府組織(NGO)の関係者は、情報提供の上で最も信頼されてい

る。政府、エネルギー企業、および原子力安全規制当局は、これに比べて遥かに信頼され

ていない。原子力利用を拡大しようとするのであれば、三者間の関係、すなわち、政策決

定者、原子力産業界および社会の間で、これまで以上に正確な知

識の蓄積や公衆の参加の推進がますます重要になるであろう。

直接的な参画を通じ、原子力問題のより深い理解ができる場を

市民にも提供することは、極めて有効であることが実証されてき

た。原子力のリスクについて社会を教育するために、情報提供は

必要であるが、公衆の信頼を構築することは同じ様に重要である

ことも認識されなければならない。コミュニケーションは、公開

かつ直截的でなければならならず、しかも、安全保障や財政的圧

力のような矛盾する要求に対して、バランスを保つことを優先さ

せなければならない。

技術開発

新型炉

新型炉とは第III世代、第III世代プラスと第IV世代と言われるものである。今日の原子力

発電プラントの約80％は第 II 世代の軽水炉(LWR)で、大部分は1970年代、1980年代

に建造されたものを使用していて、LWRは今世紀中ごろまで原子力発電の主流であり続

けると予想されている。しかしながら、将来の原子力発電プラン

トは大部分第III世代プラス炉になる予定で、すでに4基の第III世

代プラス炉が運転しており、さらに数基が建設中である。現在運

転中の第 II 世代の炉と比べて、安全性と経済性が改善された設計

となっている。

原子力は、電力供給のみならず、ほとんど炭素を放出しない熱

の生成にも将来更なる貢献が可能である。軽水炉を用いた核熱利

用例として、地域暖房と海水淡水化があげられる。大部分のその

他の工業プロセスに適用可能な高温熱源として、高温ガス炉
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(HTGR)が利用できる。HTGRは、ガスタービン発電に加えて水素生産やその他のプロセ

ス用熱利用のために十分な高温で運転できるよう設計されている。世界的に見ると、輸入

石油への依存を減らすべく、原子力エネルギーによる水素生産に相当の研究開発投資がな

されており、2020年ごろの商業化に向けての開発が期待されている。水素生産は、今

後数十年以内に、原子力エネルギーの一大利用分野になる可能性がある。

将来における世界の電力需要増加の大部分は開発途上国で生じることになるが、そのよ

うな国では、現在原子力先進国で開発・建設されている大型原子力発電プラントは必ずし

も適当とはいえない。中国やインドのような巨大な開発途上経済でのベースロード需要以

外では、大型原子力発電プラントは必ずしも適切とは言えない。人口集中地区が地理的に

孤立している場合、特に熱利用や飲料水生産が可能なら、中小型炉(SMR)が候補となり

うる。多くの第III世代／第III世代プラスSMRが検討されており、約半数は資本コストを下

げた上で、容易に核不拡散性が確保できるようサイト内での燃料交換が不要な設計となっ

ている。大部分は、一体型1次冷却系のような固有の受動的な安全システムを採用した軽

水炉である。このような設計上の特徴は、原子力の経験に乏しい国々では特に有益と考え

られている。しかしながら、中小型炉技術は、商業的に確立しているとは言えない状況に

ある。

より長期的には、革新的な原子炉設計を含む第IV世代エネルギーシステムが2030年

以降に商用化されると期待されている。世界中で多くの革新炉の設計が検討されており、

限られた研究開発資金の中で最大の結果を得るためには、相当の国際協力が必要になるこ

とは明らかである。第IV世代で重要な部分は、核拡散抵抗性とテロ攻撃に対する核物質防

護性の向上であると言える。第IV世代国際フォーラム(GIF)によって、燃料サイクルを含

めた6種類の炉型概念が今後の詳細な研究開発対象として選ばれた。その内の、いくつか

は“閉じた”燃料サイクルを伴う高速炉概念である。廃棄物発生量を最小限に抑えると共に、

価格競争力と信頼性のある原子力技術について、安全でかつ持続可能かつ核不拡散性のあ

る形での拡大を支援することを目指しており、現在少なくとも3つの国際的なイニシアチ

ブが進行中である。

・第4世代原子炉に関する国際フォーラム(GIF)［NEAが国際技術事務局を担当］

・米国主導の国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)

・IAEA主導の革新的原子炉および燃料サイクル開発国際プロジェクト(INPRO)

研究開発レベルでは、数秒間ではあるが、制御した核融合は実現されている。次の重要

な開発段階として、50億ユーロ規模の国際熱核融合試験炉

(ITER)プロジェクトの実施場所として、フランスのカダラッシュ

が選定されている。核融合技術は本質的に核分裂に比べてはるか

に複雑であることから、その経済性はまったく不透明であり、今

世紀後半においてでも商業発電として利用される可能性は低い。

先進燃料サイクル

使用済核燃料管理の現状は、核燃料を再処理する国々と、使用済燃料を適切な容器に封
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入した後に地層処分場へ直接処分する国に分かれている。最大の原子力施設数を有する3

カ国のうち、フランスは使用済燃料を再処理しており、他国に対して商業ベースでの再処

理サービスを提供している。日本も使用済燃料を再処理しており、独自の国内施設を開発

する一方で、他国からの再処理サービスも利用している。米国は以前、再処理能力を有し

ていたものの、現在は再処理を行っていない。

既存の商業用再処理技術では、未使用ウランの回収、軽水炉用または将来の高速炉用の

混合酸化物(MOX)燃料に用いるプルトニウムの回収、および深地層処分場での処分廃棄

物の低減化が可能である。しかし1990年代においてはウラン価格が極めて安価であっ

たため、再処理に対しては経済的なでの魅力がなくなるとともに、プルトニウムの分離が

核拡散リスクにつながるとの懸念を生じさせた。なおウラン価格はここ2～3年の間に回

復している。

先進燃料サイクル技術は数カ国において開発中であり、“第IV世代国際フォーラム”

(GIF)および米国が主導する“国際原子力エネルギー・パートナーシップ”(GNEP)の一環

として国際協力のテーマになっている。この技術はは多くのメリットをもたらす可能性が

ある。核拡散のリスクは、ウランからプルトニウムを分離しないことにより低減できる。

長寿命同位体を使用済燃料から分離(核種分離)し燃料として再照射することにより、長寿

命同位体を消滅することもが可能となる(核種変換)。使用済燃料の再処理により生じる廃

棄物の放射線毒性は、自然崩壊により200～300年以内に、燃料が製造された時のウラ

ンの放射能量以下に減少することになろう。また地層処分場への量的および熱的負荷が著

しく減少することが可能とあり、所与の処分場の容量を大きく拡

大することが可能になる。

原子炉においてトリウムをエネルギー生産に使用することも可

能である。トリウムは、地球の地殻内にウランよりもかなり豊富

に存在すると考えられている。トリウムの天然同位体は、核分裂

性ウランの同位体に核変換できる。トリウムベースの燃料サイク

ルの研究開発は多くの国々で行われてきたが、この技術は商業規

模まで開発されるには至っていない。
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キーポイント

歴　史

・最初の原子力発電プラントは1950年代に建設された。1970年代及び1980年代に

は世界の原子力産業の大規模な拡張が進められた。

・この急速な成長は、TMI事故(1979年)およびチェルノブイリ事故(1986年)、ならび

に1986年の化石燃料価格崩壊の後、終結した。

現在の運転状況

・2008年6月現在、30カ国および1経済地域において運転中の原子炉は439基に上り、

合計容量は電気出力372百万kWに及ぶ。

・2006年には、原子力によって26億MWhが供給されたが、これは全世界の電力の

16％およびOECD加盟国の電力の23％を占める。

・全世界の原子力発電炉の運転経験は、現在、12,700炉・年を超えた。

・米国、フランスおよび日本で世界の原子力発電容量の57％を有している。

・2007年には16カ国が電力量の1／4以上を原子力発電に依存している。

現在の建設状況

・2008年6月現在、14カ国および1経済地域において41基の発電用原子炉が建設中で

あり、これらにより世界の原子力の容量は9.4%増加することになる。

・平均建設期間は62カ月間であり、全てアジアで達成されている。2001年から2007

年の間に運転開始した(電力系統に投入された)注18基の内、3基は48カ月以内に建設

されている。

注：以下、運転開始は、電力系統に併入された時点をいう。

原子力投資の収益率の増加

・世界の原子力プラントの利用率は1990年代初め以降に著しく増加した。設備容量は

１年当たりわずかに1%しか上昇しなかったが、原子力発電量は1年当たり2.5％前後

増加した。

・既設プラントの出力増強によって、全世界の原子力発電容量は約2%前後増加している。

米国だけでも増強によって、設備容量は526.3万kW(2008年5月現在) 増加している。

さらに283.1万kWの出力の増強の申請が審査中または提出が予想されている。

・2008年5月現在、米国の48基の原子炉にたいして40年から60年への運転認可の延

長が許可されており、最長は2046年までの延長である。

原子燃料サイクルの状況

・ほとんどのウラン転換・濃縮施設は2～3のOECD諸国とロシア連邦に集中している

が、これら施設から供給されたウランを用いて燃料を製造する能力を18カ国が有して

いる。

第1章　現　状
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シカゴ大学のスタグ・フィールドにあるスカッシュ球技用コートの西側観客席の下に、

「1942年12月2日、ここで人類は初めて持続する連鎖反応を達成し、これにより制御さ

れた原子力エネルギーの生成を開始した。」と記載された記念銘板がある。エンリコ・フ

ェルミの歴史的達成は、今日、世界の電気出力の16％を提供している世界規模の原子力

発電産業への道を拓いた。

フェルミの初の自律型連鎖反応から、ちょうど9年後にソビエト連邦(当時)において初

の商業用原子力発電所の建設が始まった。本章ではその時以降今日までの民生用原子力発

電の開発の概要を示したもので、世界の発電用原子炉の現状について、建設中のものの現

状とともに説明している。原子力発電容量の著しい成長および投資への収益率の増加を招

いた発電所の出力の増強および寿命延長についても記載している。また、本章では、原子

炉の運転に必要な基盤設備の中でも不可欠の部分を構成する世界の核燃料サイクル施設の

概要説明を最後に付した。

1.1 原子力発電産業の発展
商業発電を行う初の原子力発電所は、1954年に旧ソ連のオブニンスクにおいて初め

て運転開始された。この発電所は正味5000kWの出力1を有していた。2年後に英国で4

基の5万kW出力のマグノックス原子炉を有するコルダーホール発電所の運転が開始され、

20万kWの容量が国の電力系統に投入された。1957年には、米国のペンシルバニア州

のシッピングポートで6万kWの初の発電用加圧水型炉(PWR)が運転を開始した。こうし

た穏やかな幕開けから、産業界は2008年6月までに世界の30カ国および中国台北(台

湾)において439基の原子炉が運転され、世界の電力の16％を生み出すまでに成長した。

民生用原子力発電の歴史は3つの段階に分割でき、表1.1に示すようにそれぞれの段階

で著しく異なった設備容量の成長率が示されている。
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1 特に断らない限り、本章のデータはOECDの原子力機関(NEA)の出版物である「原子
力エネルギーデータ 2008年版(NEA, 2008b)」または、IAEAの「発電炉情報シス
テム(PRIS)データベース」から引用されている。設備容量は本書英文版全体を通じ
て正味のMWeで表記されているが、ここではkＷの表記を用いた。

表1.1　民生用原子力発電の成長の3つの段階

段階 時間枠
設備容量成長率

％／年 百万kW／年 原子炉基数／年

初期成長段階 1957～1973 42 250

大規模拡張段階 1973～1990 13 1,600

低成長段階 1990～2007 <1 300

7

18

4



1950年代の初めての原型プラントは、毎年、6基から7基の原子炉が建設された初期

成長段階の期間につながっていった。次いで、年間平均18基が建設された1973年から

1990年までの大規模な拡大段階へと続く。この急成長期間は、一部の米国の建設プロ

ジェクトが資金的困難を経験し始めるのに伴って減速し、主として次の2つの要因のため、

突如終結した。

・米国の1979年のスリーマイル・アイランド(TMI)事故およびウクライナの1986年の

チェルノブイル事故という2つの事故に対する公衆と政治の反応。

・1980年代半ばの化石燃料価格の崩壊、特に天然ガスが利用できる場合には、新規原

子力プラントがこれと経済的に競争するのが困難という結果

英国は、北海油田の発見および開発までは原子力の技術開発を先導した国であるが、こ

の後では僅かに1基の原子力プラントのみしか発注されていない。このように化石燃料価

格の影響は、英国の原子力の歴史に典型的に表れている。1957年から2007年までの

全世界の原子力発電容量および運転中の原子炉数の伸びを図1.1に示す。(NEA,

2008b)

3カ国(フランス、日本および米国)は歴史的に見て原子力発電の実績という点で他を圧

倒している。これらの3カ国の原子力発電容量は、図1.2に示すように2007年までに全

世界の原子力発電容量の57%を占めるに至っている。

世界の原子力発電容量の歴史的な伸びは、運転中の原子炉の基数およびプラントの容量

の増加に起因するものである。図1.3は、1970年から1990年の間の原子炉の基数およ

び平均の発電容量がおよそ3倍になったことを示している。1990年以降、原子炉の平均

設備容量はそれまでより緩慢に上昇してきており、約80万kWで横ばい状態になってい

る。これは一部には、近年の建設活動がアジアに集中しているためである。アジアの一部

の国では、国内の炉設計の適用性、電力市場の特性、また送電網の設置範囲からより小型

の炉が好まれてきた。これに対して欧州で現在建設中の2基の原子炉は、各々160万kW
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の容量を有している。

図1.4は、全体的な傾向としては運転中の原子炉基数を増やす方向であったが、原子炉

の閉鎖が原子力発電容量の全体的な伸びを鈍らせたことを示している。最初の原子炉の閉

鎖は1968年に行われ、その後間欠的に継続してきたが、1990年、1991年、1998

年および2006年には閉鎖された原子炉基数が追加された原子炉の基数を上回った。

1990年から2007年までに全世界で73基の原子炉が運転開始され、62基が閉鎖され

ており、全世界の原子炉の正味の増加はこの17年間の期間にわずかに11基にすぎなか

った。全世界で計567基の商業用発電炉が建設され、この内128基はもう運転されてい
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ない。

近年は、原子力発電容量の伸びが比較的ゆるやかで、全世界の原子力発電炉の平均炉齢

は増加している。2008年1月には20年以上の原子炉が342基あったが、これに対して

20年未満の原子炉は97基であった。全世界の原子力プラントの運転年数を図1.5に示す。

1.2 世界の稼働中原子炉の現状
2008年6月には、30カ国および中国台北において、439基、合計3億7,200万kＷ

の設備容量の原子力炉が運転中である(IAEA, 2008a)。2006年に原子力は、約26億

MWh、世界の電力量の16%、OECD諸国の23％を供給している。全世界の原子力発電

炉の運転経験は今や12,700炉・年を超えた。2008年6月現在で大規模な原子力発電容

量を有している国々を表1.2に一覧表として示した。また、世界の原子力産業の状況に関

する追加情報を補遺1にまとめた。
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表1.2　2008年5月の世界の原子力発電容量

国　名

米　国

フランス

日　本

ロシア連邦

ドイツ

韓　国

ウクライナ

カナダ

英　国

スウェーデン

中　国

スペイン

その他の国々

合計

104

59

55

31

17

20

15

18

19

10

11

8

72

439

出典：IAEA (2008a)

10,058.2

6,326.0

4,758.7

2,174.3

2,047.0

1,745.1

1,310.7

1,258.9

1,022.2

901.4

857.2

745.0

4,015.5

37,270.2

運転中の
原子炉基数

発電容量正味
(百万kW)



世界の原子炉は、技術の組み合わせから出来ており、原子力発電の初期に各国が取った

様々なアプローチによる製品である。表1.3は、2008年6月における世界の原子炉が、

基数および発電容量の双方の点で加圧水型炉(PWR)が支配的で、これに沸騰水型炉

(BWR)が続いていることを示している。その他の現在運転中の炉型は、加圧重水炉

(PHWR)およびガス炉(GCR)、黒鉛減速軽水冷却炉(LWGR)および2基の高速増殖炉

(FBR)である。

図1.6に示すように、2007年には、16カ国が電力の1／4を上回る発電を原子力に依

存している。
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表1.3　種類別の運転中の発電炉

炉型 原子炉基数

加圧水型炉(PWR)

沸騰水型炉(BWR)

加圧重水炉(PHWR)

ガス炉(GCR)

黒鉛減速軽水冷却炉(LWGR)

高速増殖炉(FBR)

合 計

265

94

44

18

16

2

439

24,342.9

8,528.7

2,235.8

903.4

1,140.4

69.0

37,220.2

出典：IAEA(2008a)

合計正味
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1.3 新規プラント建設状況
2008年6月現在で14カ国および中国台北で41基の原子炉が建設中である。これらが

完成すると、世界の原子力発容量が3,500万kW(約9.4%)増えることになる。建設中の

41基の内の31基はPWRである。追加情報は、補遺１に記載されている。

現行の建設計画に加えて、中国、インド、日本、ウクライナ、韓国およびロシア連邦を

含む多くの国々では今後数十年間に原子力容量を拡大する野心的な計画を発表している。

カナダおよび米国では、さらなる建設に至る手続きが進行中であり、これらが実現すれば、

20基を超える原子炉が北米で建設されることになる。他の国々においてもプラント増設

が検討されており、これらの開発の潜在的可能性については、第2章で詳細に検討されて

いる。

1980年代および1990年代、原子力発電は建設が遅いという評判を得てしまった。

しかし、図1.7に示すようにアジアでは現在平均62カ月という一貫した建設期間が達成

されつつあり、2002年から2007年5月の間に18基が運転開始された(IAEA、

2008a)。これらの18基の内の3基は48カ月以内に運転開始された。最も速かったのは、

2002年に41カ月の建設期間の後、運転開始された日本の80万kWのBWRである女川3

号機であった。このレベルの成績は、原子力発電の平準化コストを著しく削減することに

なろう。
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1.4 既存の原子力発電プラントの出力増加
原子力発電所の建設コストは高いが、運転および保全コストは低い。したがって、出力

を増加させれば、電力コストの単価は相当に下がる上、この出力増強は、追加投資をほと

んど必要としない。世界的に原子力産業は、利用率の向上と出力増強の組み合わせによっ

て既存プラントの発電量を増加させてきた。発電容量は1年間当たりわずかに1%しか増

加しなかったが、原子力発電量は1年間当たり2.5%増加しているように、世界の原子力

プラントの利用率は、過去10年前後の間に着実に上昇してきている(WNA、2005年)。

これは、全世界の原子力発電設備容量の増加を全世界の原子力発電電力量の増加と比較し

た図1.8にも示されている。

1990年から2004年にかけて、全世界の原子力発電電力量は1,900TWhから

2,600TWh前後まで増加した。この成長のわずかに36%だけが新規容量の設置による

もので、57％は原子力発電プラントの稼動率の増加により、また7％は出力増強により

得られたものである。さらに一部の原子力発電プラントの運転認可は大幅に延長され、多

くの場合に、40年間から60年間へと延長されている。

稼働率の向上、出力増強および寿命延長は、全て既存の原子力発電所の投資回収率を最

大化する方法であるが、その現状について次項で説明する。
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表1.4　建設中の原子炉

国名／経済地域 基　数 合計容量
(正味万kW)

韓　国
中　国
ロシア連邦
インド
中国台北
日　本
ブルガリア
ウクライナ
フィンランド
フランス
米　国
イラン
スロバキア共和国
アルゼンチン
パキスタン
合　計

6
6
7
6
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
41

654.0
522.0
472.4
291.0
260.0
218.6
190.6
190.0
160.0
160.0
116.5
91.5
87.0
69.2
30.0

3,512.8

出典：IAEA(2008a)及びNEA(2008b)



1.4.1 稼働率の向上

図1.9に、1991年から2006年にかけて、全世界で達成されてきた平均利用率の増加

を示す。これは図1.8に示された世界の原子力の出力増加を達成する上で、大きな意味を

有している。一部の国々は、平均を遥かに上回る利用率を達成している。2005年には、

フィンランド、オランダおよびスロベニアでは95％以上に到達し、これ以外にも3カ国

で90％を超えている。2006年には、世界の原子炉のほぼ1／3に相当する6カ国で

90％を超えている。また、利用率は負荷追従(出力を常に定格状態にしておくのではなく、

需要に応じて一時的に変更すること)のような「外部損失」を考慮しているため、この数

値は原子力発電が大きな比率を占めている国では低めになりうる。
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1.4.2 電気出力の引き上げ

出力増強は、特にベルギー、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、韓国、スペイン、ス

イス、スウェーデンおよび米国など、多くのOECD諸国のPWRおよびBWRに適用され

てきた。ロシア連邦は、VVER-1000およびRBMKの出力増強のための試験計画に着手

した3。出力増強は、世界レベルで見ると、原子力発電容量を約2％増大している。米国

だけでも、118件の出力増強により1977年から2008年5月の間に出力を5億2,630

万kW増加され(米国NRC、2008a)、さらに2億8,310万kW分の出力増強申請が審査中

または今後申請が予想されている。

1.4.3 寿命期間の延長：許認可更新

米国、メキシコ、フィンランドおよびカナダなどの一部の国の規則機関は、一部または

すべての原子力発電プラントに対して有効期間を固定した許認可を発給している(NEA、

2002年)。1980年代に運転を開始した大部分のプラントは、設計寿命がほとんどの場

合、約40年間のPWRまたはBWRであった。ほとんどの場合、これらの設計では、主要

な機器に対して50年または60年間まで寿命延長ができるように十分な安全側の考慮が

取り入れられている。これは通常は「寿命延長」と呼ばれているが、規制プロセス上は、

実際には許認可更新である。

許認可更新の中で最大のプログラムは、2008年5月までに48基の原子炉の許認可を

40年から60年に延長することを承認した米国であった。これまでの最長の更新はナイ

ン・マイル・ポイント 2号炉の2046年までの延長であった(米国NRC、2008b)。

2008年5月に米国原子力規制委員会は、さらに17件の許認可申請を審査中であり、こ

れとは別に30件の申請書が米国の電力会社から申請される予定である(NEI、2008年)。

他のほとんどの国々の規則機関は、寿命期間の許認可を発給し、運転実績の継続的な監

視や通常は10年毎の総合定期安全審査(PSR)を通じて、長期にわたる運転を全般的に管

理している。PSRは、主として、プラントが当初設計された通りに安全であるのかどう

か、次回のPSRまで許容できる程度に安全であるか否かを示し、かつ安全性の改善が合

理的に行えるか否かについて決定する。多くの国が、当初の設計寿命期間を越えて原子炉

の運転を継続する安全性を確保するため、このプロセスを使用している。たとえば、英国

の原子力施設検査局は最近、合意されたプログラムの完了を前提に、英国エネルギー社の

特定の新型ガス炉(AGR)は、新たに追加設定された期間中も運転を継続することを明ら

かにした(British Energy, 2007)。

1.5 世界の核燃料サイクル施設の状況
全ての原子力発電炉は、新燃料を製造し、使用済燃料を管理するための基盤的施設を必

要とする。核燃料サイクル施設はこれらのサービスを提供している。天然に賦存する形態
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3 VVER：ロシアが設計したPWR、RBMK：ソビエト設計の黒鉛減速水冷却炉。



では、ウランは主として2種類の同位体、すなわち、ウラン235(0.7%)およびウラン

238(99.3%)から構成されている。これらの2つの同位体の内で、ウラン235だけが核

分裂性であり、原子炉内でエネルギー生産に利用できる(しかしながら、ウラン238は核

分裂性同位体に転換可能で、炉内で核分裂性のプルトニウム239に変換されると、エネ

ルギー生産に寄与できるようになる)。したがって、大部分の通常の原子炉では、効率上

の理由から、3.5%から5%のウラン235を含むように燃料の濃縮を行う必要がある。

採掘後、ウラン鉱石は、安定した酸化物U3O8を生成するため、精錬所内で処理される。

次いで、気体状の六フッ化ウランUF6に精錬、転換される。世界の需要を満たすため、1年

間に約70,000トンのUF6が生産される。このガスに対して、ガス拡散プロセスまたは

遠心式プロセスのいずれかを用いてウラン235が濃縮される。濃縮されたUF6は、次に

燃料製造のため、二酸化ウラン(UO2)に変換される。このUO2は、燃料ペレットの形態

に加工されるが、この燃料ペレットは金属性の細管に封入され、最長4mの燃料棒を形成

する。通常、PWR燃料は1トンの天然ウランからは、リサイクルを行わない場合、

45GWh程度の電力を発生する(IAEA、2007)。使用済燃料は、再処理されるか、また

は最終的に高レベル放射性廃棄物として処分されるために貯蔵される。燃料が再処理され

ると、ウランおよびプルトニウムは新燃料にリサイクルすることができ、したがって燃料

サイクルが閉じる。完結した燃料サイクルの概略図を図1.10に示す。
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表1.5は、2008年5月現在で商業運転中の様々な種類の燃料サイクル施設数により世

界の燃料サイクルの状況を示している。

最大規模の転換プラントが、カナダ、フランス、ロシア連邦、英国および米国で運転さ

れている。最大規模の濃縮プラントは、フランス、ドイツ、オランダ、ロシア連邦、英国、

および米国にある。フランスと英国だけが商業規模の再処理プラントを運転しており、日

本は2008年に再処理を開始する計画である。転換能力および濃縮能力は、今後10年間

にわたって、ほとんどの主要供給国で増強すると見られている。旧施設は、新技術によっ

て置き換えられつつある。表1.6に世界の燃料サイクル施設の概要を国別にまとめて示し

た。
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表1.5　世界の燃料サイクル施設

プロセス 商業運転中の施設数

ウラン採掘および粗精錬

転　換

濃　縮

ウラン燃料加工

使用済燃料再処理

37

22

13

40

5

出典：IAEA(2008b)
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表1.6　世界の国別燃料サイクル容量

国　名 転　換 濃　縮 燃料加工 再処理

アルゼンチン

ベルギー

ブラジル

カナダ

中　国

フランス

ドイツ

インド

日　本

カザフスタン

韓　国

オランダ

パキスタン

ルーマニア

ロシア連邦

スペイン

スウェーデン

英　国

米　国

（＊）

＊ 日本は2008年に再処理を開始する計画。
出典：IAEA(2008b)



1.6 まとめ
1942年の最初の人工的な自律性連鎖反応以降、全世界の原子力発電産業は世界の電

力の16%を供給し、30カ国および1経済地域において合計439基の原子炉を運転する

までに発展してきた。現在建設中の新規プラントは世界の原子力発電容量を9.4%押し上

げることになろう。多くの国々で運転中の既存プラントは、出力増強を進めつつあり、稼

働率は著しく向上し、さらにこの先20年間の発電ための許認可更新は、特に米国におい

ては、今や当たり前と言えるほどになっている。稼働率の向上、出力増強、および許認可

更新は全て既存の原子力発電所の資本回収率を最大限に高める。大部分のウラン転換およ

び濃縮施設は、2～3のOECD諸国とロシア連邦に集中しているが、18カ国が上述のと

ころから供給されたウランを用いた燃料の製造能力を有している。

第1章　現　状

56



第1章　参考文献

British Energy (2007),“Life extension of Hinkley Point B and Hunterston B
power stations”, www.british-energy.com/article.php?article=218.

IAEA (2008a),“Power Reactor Information System (PRIS) database”,
International Atomic Energy Agency, www.iaea.org/programmes/a2/.

IAEA (2008b),“Integrated Nuclear Fuel Cycle Information System”,
International Atomic Energy Agency, www-nfcis.iaea.org/.

IAEA (2007),“Nuclear Technology Review 2007”, International Atomic
Energy Agency, GC(51)/INF/3, http://www.iaea.org/About/Policy/GC/CG51/
GC51InfDocuments/English/gc51inf-3_en.pdf.

IAEA (2005),“Factors Contributing to Increased Nuclear Electricity
Production: 1990-2004”, Nuclear Power Newsletter, Vol. 2, No. 3, IAEA,
Vienna, Austria.

NEA (2008a), Uranium 2007: Resources, Production and Demand, A Joint
Report Prepared by the OECD Nuclear Energy Agency and the International
Atomic Energy Agency, OECD, Paris, France.

NEA (2008b), Nuclear Energy Data 2008, Nuclear Energy Agency, OECD,
Paris, France.

NEA (2006a), Forty Years of Uranium Resources, Production and Demand in
Perspective:“The Red Book Retrospective”, Nuclear Energy Agency, OECD,
Paris, France.

NEA (2006b), Nuclear Power Plant Life Management and Longer-term
Operation, Nuclear Energy Agency, OECD, Paris, France.

NEA (2002),“International Practices With Respect to Licence Periods/Terms
for Nuclear Facilities in NEA Member Countries”, NEA/CNRA/R(2002)1,
www.nea.fr/html/nsd/docs/2002/cnra-r2002-1.pdf.

NEI (2008),“Licence Renewals”, Nuclear Energy Institute, www.nei.org/
filefolder/US_Nuclear_License_Renewal_Filings_2.xls.

USNRC (2008a),“Power Uprates”, US Nuclear Regulatory Commission,
www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/power-uprates.html.

USNRC (2008b),“Status of License Renewal Applications and Industry
Activities”, US Nuclear Regulatory Commission, www.nrc.gov/reactors/ 
operating/licensing/renewal/applications.html#plant.

WNA (2008),“Plans for New Reactors Worldwide”, World Nuclear
Association, www.world-nuclear.org/info/inf17.html.

WNA (2005), The New Economics of Nuclear Power, World Nuclear
Association, London, United Kingdom.

57





第2章　各国の計画と政府政策



キーポイント
・現在の各国政府の政策では、2020年時点で最大の原子力設備容量を持っている国々

は、米国、フランス、日本、ロシア連邦、中国および韓国であろうとされている。

・米国および中国は、容量の計画増加量が最も大きく、フランスは、ほとんど容量の増設

を行わない計画である(同国では既に原子力発電が総エネルギーの77％を占めており、

必要に応じて既存の原子力容量を取換える予定としている)。ウクライナは、2020年

までに原子力容量を約43%増設する意向である。インドは、かなり大規模な拡張計画

を持っているが、2020年の同国の容量は、カナダやウクライナの容量と同規模にな

ろう。

・欧州の数カ国(ベルギー、ドイツ、オランダ、スペインおよびスウェーデン)は、原子力

の段階的廃止政策を採用していることから、原子力エネルギー利用を大幅に削減する見

通しである。しかし、政治的意見は分かれており、また原子力は相当な期間にわたって、

依然これらの国々のエネルギー混合の一部を構成することには留意すべきであろう。原

子力発電の最終停止期限は、現在のところドイツが2022年、ベルギーおよびスウェ

ーデンが2025年、ならびにオランダが2033年までの計画である。

・西欧では現在建設中のもの(2基)以外には、容量増設の明確な計画はない。英国におい

て新設が奨励されているが、現時点までに明確な発注がなされていない1。これは原子

力の大幅な拡張が計画されている東欧とは対照的である。

・多くの非原子力国が原子力エネルギー社会に加わる計画を持っているが、これらの計画

が実現しても、2020年までに設備容量はわずかに約5%増設するに過ぎない。

・第III世代／第III＋世代の大規模な設計開発が欧州、日本および北米で行われている。世

界の短期的な容量の増加は、軽水炉の建設によるものが圧倒的になると予想される。

・フランス、インド、日本およびロシア連邦は、現在運転可能な高速炉(この内の一部は

研究炉である)を持っている。第IV世代国際フォーラムでは、多くの高速炉設計の開発

が進められている。

・現在の各国政府の施策から、将来の原子力エネルギー開発は米国、フランス、日本、ロ

シア連邦、中国および韓国が先導することが示唆される。
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2.1 はじめに
政府は、技術開発を行う組織を保有し、ときには発電のため商業的に利用するなどして、

原子力の開発に緊密に関与していた。多数の国々では電力市場の自由化および発電資産の

民営化があり、このパターンは今やさらに多様化している。今日では、原子力の管理体制

は世界で相当に変動しており、自由化により幾つかの国々においては民生用原子力技術の

開発および展開に対する政府の管理および責任が希薄化しつつある。しかし、全ての政府

は、エネルギー供給セキュリティ、化石燃料価格の高騰、および温室効果ガス(GHGs)放

出の抑制の必要性という圧力の少なくとも1つ以上の課題に直面している。電力市場にお

ける電力源の混合に対して個々の政府が持つ管理統制権の度合いにかかわらず、多くの政

府および政治団体は、原子力発電が果たし得る、または果たすべき役割について再評価し

ているところである。

本章では、2007年12月31日現在、全世界の各国政府が、それぞれの管轄する範囲

の民生用原子力エネルギーの将来に関して持っている現在の見解について検討している。

第3章よりも締切日が1年遅いことから、これらの2つの章の間で、いくつかの小さな相

違が生じているかもしれない。一部の国々の場合、政府政策に原子力エネルギーの将来に

ついて記載がなされており、今後の建設の具体的な目標も設定されている。その他の政府

は、原子力エネルギーを推進しつつも、新規建設および国内のエネルギーミックスに原子

力が寄与する度合いの決定を市場に委ねている。一部の国々の政策は、単に短期的な容量

に言及しているだけであるが、他国の政府は、供給セキュリティおよび二酸化炭素の排出

の削減に注目した原子力エネルギーの将来を保証するため、第III世代／第III＋世代設計お

よび第IV世代設計(Gen-III/IIIおよびIV：原子力による水素製造に適した高温設計を含む)

などのような長期的な技術問題も取り扱っている。これとは対照的に、原子力エネルギー

を放棄する政策をとる国もある。

2.2節においては、まず現在原子力発電プラントを発電用に運転している30カ国およ

び1経済地域(内17カ国はOECDの加盟国)2の既定の政策をレビューする。同節では、

2020年までの原子炉建設プログラムの規模に注目することにより、近い将来の原子力

エネルギーへの抱負が示された。プラントの出力増強および寿命延長も、はっきりしてい

る場合には本節に含められており、100基(約25%)を超える既存の原子力発電所に対し

て今後10年以内に寿命延長の検討が行われるであろうことを指摘している。

次に2.3節においては、現在は原子力エネルギーを利用していないが、その導入への意

向を発表した国々の政策を評価している。

これに続いて、高レベル廃棄物(HLW)の処分の進展および高速炉の開発(2.4節および

2.5節参照)を含む、長期的に原子力ライフサイクルに影響を及ぼす他の領域における政
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では、各国の発電データはIEA(2006)が使用されている。



府の政策の検討が示されている。HLW処分の進展は、原子力エネルギーに対する公衆の

支持を獲得し、かつ維持するために極めて重要になる可能性が高い。高速炉技術の開発は、

ウラン資源から利用できるエネルギーを60倍まで拡張することによるエネルギー・セキ

ュリティ面での信頼性構築、そしてさらには例えば米国が主導する国際原子力エネルギー

パートナーシップ(GNEP)の概念による核不拡散面でも重要となる可能性がある。

最後に2.6節においては、個別国毎に短期的な世界の原子力エネルギー開発のパターン

に対して生じる可能性の高い変化について何らかの判断を行う。

NEAの地域別の設備容量の長期的な高および低シナリオ予測については、第3章におい

て説明する。これらの予測は、部分的には本章で概要を示した政府の政策に基づいている。

2.2 現在原子力エネルギーを使用している国および経済地域の
短期的政策
第1章において指摘したように、2008年6月現在世界で、正味設備容量の合計が372

百万ｋWの、439基の原子力発電プラント(NPPs)が運転中である。建設中の41基の原

子炉の完成時には全世界の原子力発電容量を3,500万ｋW増加する予定である。

アルゼンチン

アルゼンチンは、2基の原子炉を持っており、計93.5万ｋWの容量で2007年には同

国の電力の6.2％を発電した。3番目のプラントの建設は資金不足のため進捗は緩慢であ

ったが、約80％完成した時点で1994年に中断された。2006年には政府は3基目の原

子炉の完成および2基の運転中の原子炉の寿命延長を含む同国の原子力発電部門の戦略計

画を発表した。

この間、4基目の原子炉に関するフィージビリティ・スタディが行われる予定であり、

2008年中に同プロジェクトに対する政府決定が下され、2010年以降に建設が開始さ

れるものと期待されている。目標は原子力発電を需要の増加に適合するための発電容量の

拡充の一部に含めることである。

アルメニア

アルメニアは原子力発電に大きく依存している。唯一の440MWeのVVER原子炉は、

2007年には同国の電力の44％を供給した。当初、2基の原子炉が建設されたが、1基

は大地震の後、地震脆弱性に関連した安全上の問題のため閉鎖された。

2007年には、ロシア連邦が少数株主となる見返りとして100万kWの原子炉の建設を

申し出た後、エネルギー大臣はロシア連邦、米国およびIAEAの援助の下で、新規ユニッ

トに対するフィージビリティ・スタディを開始した。

ベルギー

ベルギーは合計容量が580万kWの7基の原子炉を持っており、同国の電力の半分以上
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を発電している。2003年、ベルギー政府は同国の全ての原子力発電プラントを、40年

の寿命期間の後、2015～2025年の間に閉鎖し、かつ新規プラントの建設を禁止(必要

な措置を講じて電力供給セキュリティに対するリスクがない場合)する法律を通過させた。

しかし、2007年にベルギー政府が行ったエネルギー政策調査では、二酸化炭素削減公

約を守り、エネルギー・セキュリティを強化し、かつ経済の安定を維持するために、長期

的に原子力発電を利用すべきであると示されている。ベルギー政府は、同国の将来のエネ

ルギーミックスに関する別の調査研究を行う予定である。

原子力の段階的廃止政策にも拘わらず、同国の原子力プラントに対しては出力増強が行

われ、その総原子力発電容量は31.9万kW(5.5%)増加されている。

ブラジル

ブラジルは、計180万kWの容量の2基の原子力発電プラントを有し、同国の電力の

2.8%を供給しているが、1基目は米国製のPWRである。1975年にブラジル政府は原

子力技術の完全自給を目指す政策を採用し、ドイツの供給者との間で15年間にわたり8

基の130万kW級の原子力ユニットを供給する契約に署名した。しかし、資金問題のため

最初の2基のブラジル－ドイツ原子炉の建設は中断された。1995年に1基の建設が再開

され、2000年に商業運転が開始された。もう１基の原子炉の方は建設途中段階のまま

である。2006年、政府はこの原子炉の建設を完成させ、2015年から一つの敷地にさ

らに4基の100万kW級の原子力プラントの建設を開始する計画を発表した。さらに

2030年までに、最大800万kWの新規原子力容量が計画されている。

ブルガリア

ブルガリアは、計190万kWの容量の2基の原子力発電プラントを有し、2007年には

同国の電力の32%を発電している。旧ソビエト連邦から供給された4基のユニット

(VVER-440)は、欧州連合(EU)加盟協定に従って、最初の2基は2002年に、他の2基

は2007年に、それぞれ閉鎖された。

2005年初めに政府は、同国の原子力規制機関の許可を得て、2基の新しい95.3万kW

の原子炉の建設を承認した。原子力発電に対する政府の公約は強固であり、新しい原子力

プラントは2013年にも電力系統に併入されるものと期待されている。

カナダ

カナダは、18基、計1,260万kWの容量の運転中の原子力発電容量を有し、2007年

には同国の電力需要の16％を供給している。カナダ政府は、原子力という選択肢および

新型CANDU(カナダ重水減速天然ウラン：CANada, Deuterium Uranium)炉設計の開

発を引き続き支援している。原子力エネルギーは、将来のエネルギー要件にとって必要な、

重要かつ現実的なエネルギー資源であると見られている。また原子力エネルギーは、カナ

ダの大気清浄化戦略の重要な要素でもあると見なされている。

大規模な改修プロジェクトが現在進められているところである。ブルース電力のオンタ
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リオ州にあるブルースA発電所の4基のユニットの運転再開および改修プログラムが進め

られており、3号機が2010年までに運転再開される予定である。2005年にはニュー・

ブラランズウィック電力が同社の唯一のCANDU炉の改修を進めることを決定した。オン

タリオ電力(OPG)は、同社の将来計画の中心となる要素として、ピッカリング B発電所

の4基のユニットの寿命延長と、最終的にはダーリントン発電所の4基の原子炉も寿命延

長を行うケースについて調査している。さら、ハイドロ・ケベック社は、その原子力発電

プラント(ジェンティリー2号機)の改修に関する決定を2008年の年末までに下すものと

予想されている。

新規原子力建設計画が公的機関および民間企業により検討されている。オンタリオ州に

建設される予定の新規原子炉の基数は、主として既存のユニットの改修計画による。

OPGおよびブルース電力の両社は、カナダ原子力安全委員会にダーリントン発電所サイ

トおよびブルース発電所サイトに、それぞれ新規原子炉を建設する公式の申請書を提出し

た。ブルース電力アルバータは、アルバータ州に400万kWの電力を供給できる4基の原

子炉を建設することを検討中である。ニュー・ブランズウィック州政府は同地方での2番

目の原子炉建設の実現可能性について調査しているところである。

中　国

中国は1994年に最初のプラントが商業運転に入って以降、原子力エネルギーを積極

的に推進している。中国の電力需要は年8％以上で伸びてきており、2007年には原子力

エネルギーは62.6TWhを供給している。現在運転中の11基のNPPsは860万kWの設

備容量を有し、同国の電力の1.9％を供給している。

中国の第10次5カ年計画(2001年～2005年)には、建設期間は延長されたものの、8

基の原子力発電プラントの建設が含まれている。2004年5月に中国核工業集団公司

(CNNC)は、計900万kW近い8基の大型新規原子炉の建設計画を申請し、2004年9月

までに国家評議会はこれらのユニット全ての計画を承認した。第11次5カ年計画(2006

年～2010年)は、同計画に含まれる環境目標に沿って、14基の新規原子炉の建設を提案

している。16以上の省、地域および都市が、第12次5カ年計画(2015年～2020年)の

一環で、原子力発電所を建設する意向を表明している。中国政府は2020年までに、

4,000万kWまで原子力発電容量を増加する計画としており、その時点で年間に

300TWhの原子力発電量を見込んでいるが、これは発電全体のごく一部にすぎない。

2008年6月現在、合計520万kWの6基が建設中である。

CNNCは、中国標準の3ループの100万kW級加圧水型炉(PWR)設計であるCNP-

1000を開発するため、ウェスチングハウス社およびフラマトム社と協力してきた。そ

の意図は、この設計を国内建設と共に輸出にも利用することにあり、最初の2基を上海の

近傍の方家山(Fangjiashan)に建設し、他の2基をパキスタンに輸出する予定であった。

しかし、このプログラムは停止された。その代わりに中国は、ウェスチングハウス社の

AP1000およびアレバ社の欧州型加圧水炉(EPR)設計を適用した第III世代／第III＋世代

軽水炉を多数建設することに期待をかけている。ウェスチングハウス社との契約の下、4
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基のAP-1000ユニットが、国家核電技術有限公司(SNPTC)によって三門と海陽に建設

される予定である。2007年11月にはアレバ社と中国広東核電公司(CGNPC)は、2基の

EPRおよびその運転に必要なすべての資材やサービスを提供するための契約の合意に至

った。これらのプログラムから得られる経験および技術移転により、中国は国産の第III世

代／第III＋世代のプラントを設計し、建設する意向である。

チェコ共和国

チェコ共和国は、6基、計360万kWの容量の原子炉を有し、同国の電力の約1／3を

原子力によって供給している。現時点で、チェコ共和国には過剰な基礎荷重発電容量があ

るが、今後10年以内に老朽化する石炭焚き火力発電所の一部を閉鎖する予定であり、電

力不足に対する脅威が存在するのも事実である。この結果、チェコ政府は、同国の長期的

なエネルギー要件を評価し、電力供給を確保する措置を勧告するための独立委員会を設立

した。既存の国家エネルギー政策は、プラントの寿命延長を考慮し、原子力という選択肢

を受け入れる状態にある。

フィンランド

フィンランドは、4基、計270万kWの容量の原子力発電設備を有し、2007年には同

国の電力の約29%を原子力によって供給している。2002年に5番目のプラントがフィ

ンランド政府から承認された。この原子炉はここ10年以上の間ではじめての欧州原子力

発電プラントである。ここのオルキルオト・サイト向けの160万kWのEPRのためのタ

ーンキー契約が、アレバ社およびジーメンス社との間で締結された。この原子炉は、

2011年に商業運転を開始すると予定である。6基目の原子炉については、3つの異なる

提案が検討されているところであるが、同原子炉は2020年までに運転開始となると考

えられている。

オルキルオト 1号機および2号機は26％の出力増強を行い、10年毎の安全評価を受け

ることを条件として、60年まで寿命が延長された。ロビーサ 1号機および2号機は

9.7％の出力増強を行い、50年の予測運転寿命とされている。

フランス

フランスは、1970年代には電力の輸入国であったが、そこから世界最大の電力の輸

出国になっている。事実、電力はフランスで第4番目に大きな輸出品で、年間30億ユー

ロを稼いでいる。59基の原子炉と合計6,330万kWの容量を持ち、フランスは米国に次

いで2番目に大きな原子力発電国で、世界最大の国内原子力発電シェア(2007年に

77%)を持つ国になっている。1990年以降、過去14年間に年間原子力発電量は43%増

加した。フランスの原子力エネルギーへの傾倒は、主としてエネルギーの供給セキュリテ

ィに基づいたものである。

フランスはドイツと共同で、フランスのN4設計に基づき、160万kWの欧州加圧水型

炉(EPR)を開発した。これは第III世代／第III＋世代の原子炉で、より安全で、一層効率的

であるとともに、テロリストの攻撃を受けにくいように設計されている。1995年に同
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国の新規標準設計として確認され、2004年に設計承認を取得した。この設計による2プ

ラントがフィンランドのオルキルオトおよびフランスのフラマンヴィルにおいて建設中で

ある。2005年に仏電力庁(EDF)は、その58基のPWRを必要に応じてEPRに、またよ

り長期の将来については、第IV世代炉で置き換えると発表した。

フランスは発電量を増加させるため、プラントの出力増強および稼働率の向上を適用し

てきた。90万kWの原子炉の大部分は、1970年代終わりから1980年代初めに運転開

始したが、義務付けられている定期安全審査の後、10年間の運転許認可の追加更新がな

された。また、規制当局により、軽微な修正を条件に、20基の130万kW級原子炉に10

年間の延長許可が認められた。2003年にはEDFはショーおよびシボーの4基のN4炉を

145.5万kWから150万kWまで出力増強を行った。

2006年、EDFはフラマンヴィルに新しい160万kWのEPRを建設することを承認し

た。2007年12月に初のコンクリートの打ち込みが予定通りに行われ、建設には54カ

月を要すると見込まれている。

また2006年に、フランス大統領は、2020年までに運転可能になるように、フラン

ス原子力庁(CEA)が第IV世代原型炉の設計に着手することを発表し、これにより以前に発

表された計画は約5年早められた。

ドイツ

ドイツは2,050万kWの設備容量を持つ17基の原子炉によって電力の約1／3を原子力

エネルギーから得ている。1998年の連邦選挙の後にできた連立政府は、政策基盤の特

徴として原子力エネルギーの段階的廃止を掲げた。2000年に、政府と原子力発電プラ

ントの所有者との間でNPPsの運転寿命を平均32年間に制限する合意の妥協案について

交渉が行われ、2001年に同合意案が発効した。2002年4月の原子力法の修正では、商

業用発電のための原子力エネルギー利用の段階的廃止計画が規定されている。2005年

の選挙後には、連立政府のパートナーの2党が原子力発電の将来の利用に関する共通政策

の合意に失敗したため、2001／2002年の現状を維持することになった。この結果、

1989年に商業運転を開始したドイツで建設された最後の原子力プラントは、2022年

に閉鎖される予定である。

ハンガリー

ハンガリーは、4基、計180万kWの容量の原子炉を持っており、これにより2007年

には同国の電力は37％が発電されている。同国では、原子力発電のコストは、他の発電

源より十分安く、政府の原子力エネルギー支持は強固である。この支持は、ハンガリーの

政治体制内の全ての主要政党にも浸透しているが、これはおそらく比較的小国であっても

原子力発電が成功したことが根底にあるものと考えられる。2005年11月、ハンガリー

議会は原子炉の寿命延長を票決で強力に(96.6％)支持した。

プラントの運転事業者は4基の原子炉の出力増強を積極的に進めてきた。2010年まで

に全4基の出力は、当初設計の44万kWから50万kWまで引き上げられる予定である。
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インド

2007年には原子力発電は、380万kWの発電容量から2.5％の電力を供給している。

インドは15基の加圧重水炉が商業運転中で、この内13基は各々20万kW前後の容量を

持ち、2基の新ユニットが各49万kWを持っている。また、各49万kWの容量を持つ2基

の沸騰水型炉が商業運転中である。インドは化石燃料が不足しており、2050年までに

25%の原子力電力による寄与が想定されている。しかし、インドは核拡散防止条約に署

名しておらず、したがってIAEAとの間で全面的な保障措置協定を締結していないことか

ら、原子力技術および核燃料を輸入することができない。事実、1992年に原子力供給

者グループ(NSG)は、IAEAとの間で全面的な保障措置協定を締結していない国々とのこ

うした輸出を禁止する決定を下した。このことから、同国の原子力容量の大幅な増加計画

は疑わしくなっている。2005年7月の最初のインドと米国の間の合意に続き、現在、イ

ンドへのこのような輸出を承認するための特定の適用免除3を推進する努力が払われてい

る。また、インドは、十分な量の核燃料供給という既存の課題を克服するため、自国に大

量のトリウム資源を持っているという長所を生かした高速増殖炉およびトリウム燃料サイ

クルを開発中である。

インドのPHWRプログラムは、1972年にカナダ原子力公社との共同事業として開始

された。その後の国産PHWR開発は49万kWの原子炉設計を生み出した。最初のこうし

た原子炉は、最初のコンクリートの打ち込みから5年後に、予定より7カ月早く、2005

年3月に運転開始された。同じ炉型の2番目の原子炉は予定より5か月早く完成された。

インドの国家エネルギー政策は、2010年から2020年までに、計2,000万kWの原子

力発電容量まで増加させるよう、これまで以上の建設を求めている。2005年に8基の新

設炉(合計650万kW)向けに4カ所のサイトが承認された。このサイトの内の2か所には、

それぞれ2基ずつ70万kWの国産PHWRユニットが設定され、3番目のサイトは輸入され

た2基の100万kWの軽水炉(ロシア連邦4が現在建設中の2基のVVERと共に)が設置され

ることになっており、4番目のサイトにはさらに2基の100万kWの軽水炉が指定されて

いる。2007年4月に、政府はこれらの8基のユニットの内の最初の4基の建設を承認し

たが、この4基は各々が70万kWの容量を持っている。

日本

日本は約80％(原子力を国産と勘定して)のエネルギー需要量を輸入する必要があるこ

とから、供給セキュリティの配慮がそのエネルギー政策の大きな駆動力になっている。原

子力エネルギーがなければ、同国輸入比率は97％まで上昇する。同国は米国およびフラ
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ンスに次いで3番目に大きな原子力発電国である。現在、総設備容量4,760万kWの55

基の原子炉から平均で同国の電力の30％以上の電力が供給されている。

2002年に10カ年計画が承認され、2011年までに9基から12基の新規の原子力発電

プラントの運転を見込んで、約1,300万kWの原子力発電の増加を求めた。しかし、実施

面で遅れがあった。政府の2005年原子力エネルギー政策の枠組みでは、2030年まで

の時間枠において、原子力発電の割合を維持するか、または最高40％まで増加させるこ

とが目標とされている。

日本は、高速炉サイクル技術開発プロジェクトを推進しており、同プロジェクトでは、

2015年までに高速炉および燃料サイクルシステムの概念設計を行い、2025年までに

実証プラントを運転し、2050年頃に複数の高速炉を商業的に導入するということが目

標とされている。

2006年に経済産業省資源エネルギー庁の原子力政策課は2年間の第III世代／第III＋世

代の軽水炉の技術開発に関するフィージビリティ・スタディを行った。改良型沸騰水型炉

(ABWR)および改良型加圧水型炉(APWR)に基づく新しい設計は、安全性、信頼性およ

び経済効率を改善させるものと期待されている。2007年に、政府、産業界および電力

会社は2030年に導入すべき新たな軽水炉型に必要な技術の開発計画を発表した。同計

画では、170万kW～180万kWの容量を持つBWRおよびPWR各々1種類ずつを開発す

る計画とされている。

韓　国

韓国は、約83%(原子力を国産と勘定して)のエネルギー需要量を輸入する必要がある

ことから、供給セキュリティおよび原子力エネルギーは国家戦略の優先事項とされている。

原子力がなければ、輸入比率は97％に上昇する。現在1,740百万kWの容量を持つ20基

の原子炉が、同国の電力の35%以上を供給している。電力需要は1990年以降に、年率

9％以上で増加している。

2000年に最終決定された同国の第5次長期電源開発計画の下では、2016年までにさ

らに8基の原子力ユニットを建設することになっている。6基のNPPs(650万kW)は現

在建設中であり、残りの2基(280万kW)は計画中である。原子力発電量は、2007年の

137TWhから2020年には225TWhに増加する予定である。

1980年代に韓国はウェスチングハウス社のSystem 80+設計に基づく技術移転によ

り原子力発電プラントを建設するため、自立した技術的な標準化プログラムを開始した。

標準化のさらなるステップは韓国標準原子力プラント(最適化発電炉OPR-1000と商標

を変更)であったが、同プラントには多くの国産の設計改良および米国の新型軽水炉設計

要件が組み込まれている。

新型加圧原子炉APR-1400は、安全性を強化するとともに60年間の設計寿命を持っ

ており、そのコストはOPRよりも10％から20％低くなると予想されている。APR初号

機は2014年に運転可能になる予定である。
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リトアニア

リトアニアは同国の電力のほぼ70％を発電する120万kWのRBMKを1基持っている。

もう1基は2004年に閉鎖され、現在運転している原子炉は欧州連合加盟協定の一環で

2009年に閉鎖が予定されている。これらの2基の閉鎖に対しては世論の強い反対がある。

2007年、リトアニア、エストニア、ラトビアおよびポーランドは、リトアニアにま

ず320万kWの容量(2×160万kW)の新たな原子力発電プラントを建設することに原則

的に合意した。環境影響評価が開始され、2015年までに少なくとも1ユニットは運転可

能になると予想されている。しかし、この取り決めに対する最終的な合意を得る必要があ

るため、このスケジュールは遅れる可能性もある。この地域では大規模な電力の相互接続

も計画されている。

メキシコ

メキシコは、2基の計140万kWの容量の原子炉を持っており、2007年には同国の電

力の4.6%が原子力で供給されている。確定した計画はないが、2015年までに新規ユニ

ット1基が運転開始し、2025年までにさらに7基が後に続き、メキシコの原子力の発電

比率を最高12％まで引き上げる提案が最近提出された。この拡張に対する政府の承認の

見通しはまだ立っていない。

オランダ

オランダは、48.2万kWの原子炉1基を持っており、同国の電力4.1％を発電している。

1994年にオランダ国会は2003年までに原子力エネルギーを段階的撤廃することを可

決したが、2005年にこの段階的撤廃の決定は廃棄され、同国の原子炉は、ある種の財

政面および安全面での一部条件付きで、2033年まで運転を継続することを許されてい

る。

2006年、政府は持続的エネルギー供給を目標にし、原子力発電が炭素の排出を削減

できることを認めた。しかし、新規原子炉の建設には、政府が適切な高レベル放射性廃棄

物処分戦略を決定することを含む多くの条件が付けられている。

パキスタン

パキスタンは、原子炉2基、合計容量482MWeを有し、同国の2.3％の電力を発電し

ている。パキスタンはNPTに署名しておらず、したがって、IAEAと全面的な保障措置協

定を締結していないことから、1992年の原子力供給者グループの決定に従って、核物

質、技術または燃料の国外取引は行われていない。このため、同国内における民生用原子

力エネルギーの開発が妨げられている。それにもかかわらず、2005年には、エネルギ

ー・セキュリティ計画が政府によって採用され、そこには、2020年までに中国設計の

原子炉を用いて原子力の容量を240万kW増やすための計画が含まれている。これらの計

画は中国が輸出用の原子炉の設計を延期したため、現在は疑問視されている。
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ルーマニア

ルーマニアは、原子炉2基、合計容量130万kWを有し、2007年に同国の電力の

2.3％を発電している。これらは当初5ユニットの原子力発電所向けに計画されたものの

一部である。

3号機および4号機(計130万kWの増設)を建設するための国有原子力発電会社

Societatea Nationala Nuclearelectricaおよび6社の共同事業出資者間での協力協定

が、2008年に調印されるものと期待されている。この協定が成功裏に締結されれば、3

号機が2014年の、4号機が2015年の試運転開始に向けて基礎工事が開始されることに

なろう。

ロシア連邦

電力需要が著しく増大しているロシア連邦は、2,170百万kWの設備容量を持つ31基

の運転中の原子炉を持っているが、この内の幾つかは地域暖房熱を供給している。原子力

発電容量は発電容量全体の約10％であるが、原子力発電所の性能改善により設備利用率

が1998年の56％から2007年には75%に向上し電力の供給量は増加している。

2007年には原子力発電は、全発電電力量の16％を供給している。

原子力建設計画は、2001年のロストフ1号機(現在はヴォルゴドンスク1号機として知

られる)および2004年のカリーニン3号機の運転開始とともに復活した。ロシア連邦は、

現在合計470万kWの容量を持つ7基の原子炉を建設中である(2基の3.2万kWの小型浮

体ユニットを含む)。

2006年に国有電力会社のロスエネルゴアトム社は、原子力によって2020年までに

(4,400万kWの合計設置容量により)電力の23%を供給するという目標を発表した。

2007年、政府は、2020年に向けての建設計画を原則的に承認した。同計画では

2009年から年に1基、2012年から年に2基、2015年には3基、そして2016年には

4基を運開させることを想定している。2020年までに、ロシア連邦は原子力発電プラン

トから、2004年の約2.5倍の353TWhの電力が供給できるようになることを期待して

いる。これら新規プラントの建設には、発電用の天然ガスの国内使用を削減するという政

策上の優先度に見合った国家資金が提供されている。原子力発電量の伸びは、第1世代ユ

ニットの寿命延長および平均稼働率を85％まで増加させることによりもたらされるもの

と期待されている。

ロシア連邦は、第III世代／第III＋世代標準化VVER-1200炉であるAES-2006を開発

した。この実証済みのVVER-1000を進化させた開発炉型は2012年頃に運転を開始す

るものと期待されている。設計寿命は少なくとも50年であり、設備利用率は少なくとも

90％とされている。

ロシア連邦で現在運転中の原子炉の設計寿命は30年である。9基が26年と30年の間

に、6基が21年と25年の間にある。2000年に政府は、12基の第1世代炉(合計570万

kW)の15年間の寿命延長を発表した。これまでのところ、8基については、これらの延
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長が承認されており、2基については5年間の延長が受理されている。また、11基の

RBMKについても15年間の寿命延長および5％の出力増強が検討されている。これらの

原子炉は既に、大幅な設計変更と共に燃料チャンネルの取り換えを含む広範囲の改造を受

けている。

スロバキア共和国

スロバキア共和国は、合計2.0GWeの設備容量を持つ5基の原子炉を持っており、同国

の電力の55％を供給している。ボフニチェ1号機は2006年に閉鎖され、現在運転中の

ボフニチェ2号機はEU加盟協定の一環として2008年に閉鎖される予定である。2007

年初めにスロバキアの電力会社であるSlovensk Elektrarne(66％をイタリアのEnelが、

34％をスロバキア政府が保有)は、モホブチェ3号機およびモホブチェ4号機(それぞれ

43.5万kW)の建設完了を発表したが、この建設は当初1987年に開始されたものの、

1992年に資金不足により中断されていた。現在は、資金が入手可能になり、この完成

により2013年までに87万kWが追加される予定である。また、この電力会社は、ボフ

ニチェ3号機およびボフニチェ4号機の運転寿命を2025年まで延長して、40年間にす

るため、更新も計画している。

スロベニア

スロベニアは同国の電力の約40％を発電する66.6万kWの唯一の原子炉をクロアチア

と共有している。容量追加を検討中であり、おそらく2017年までに100万kWが増設さ

れることになろう。

南アフリカ

南アフリカは膨大な石炭資源を持っているが、それは北東部にあり、電力需要の大部分

はケープタウンやダーバン近くの沿岸部で生じている。石炭または電力の非効率的な長距

離輸送を避けるため、1980年代にケープタウンの近くのクバーグに原子力発電設備が

建設された。クバーグ発電所は、フランス設計の2基構成の90万kWのPWRで、国有電

力会社のEskomが所有し、運転を行っている。原子力エネルギーは、2007年に同国の

総電力量の5.5%を供給していた。

原子力発電の将来に対する政府の支持は強固である。2007年初め、Eskom社の役員

会は、新規原子力設備の建設に関するフィージビリティ・スタディを承認し、先ず400

万kWのPWRから着手し、その初号機の試運転を2016年に開始するとともに、2025

年までに最高2,000万kWの新規設備を建設する計画を認めた。環境影響評価は検討中の

サイト5か所について進行中である。追って技術の選択が行われる。メーカ2社が選定さ

れ、第１段階の入札が検討されている。目標は2025年までに南アフリカの電力の25％

を供給することにある。

1993年以降、Escom社は他の企業と共同でぺブルベッド式モジュール型炉(PBMR)

を開発してきており、この設計の先行ユニットを建設する準備が進められている。

2003年にクバーグにPBMR実証ユニットを建設することに対する環境承認が与えられ、
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2004年10月に南アフリカ政府はその開発予算を付けた。南アフリカの原子力エネルギ

ー社は2030年までに、原子力容量を2,700万kWまで、あるいは同国において供給され

ている電力の30%まで増加させるため、12基の新規大型PWRを補完する24基の

PBMRの最初の原子炉設備完成に期待をかけている。

スペイン

スペインは、2007年に同国で生産された総電力の17%に上る750万kWの容量の8

基の原子炉を運転している。スペイン政府は、1983年に数基の原子炉の建設一時凍結

を発表した。政府の現在の方針は、原子力発電の電力全体に占める割合を、電力供給セキ

ュリティを損なうことなく、段階的に削減することにある。

スウェーデン

スウェーデンは、原子炉10基、総発電容量900万kWを有し、これらによって同国の

電力の半分を賄っている。

スリーマイル島原子力発電所事故の後、スウェーデン議会は更なる原子力の拡張を禁止

し、原子力発電に代わる新たなエネルギー源が現実的に利用可能になった場合には、

2010年までに同国のプラントを廃止措置することを目指すとした。その後、1999年

におよび2005年に60万kWの原子炉2基が停止されたが、労働組合からの圧力により、

残りの原子炉は40年間の寿命期間中は運転することが可能になり、閉鎖は2012年から

2025年にかけて行われる予定である。

スウェーデンの段階的廃止政策は依然として有効であるが、それにもかかわらず政府は、

2基の閉鎖に伴う120万kWの損失のほとんどを埋め合わせるため、既存の原子力発電プ

ラントの出力増強を確約した。4基のリングハルス・ユニットの出力増強は、ほぼ50万

kWになる。フォルシュマルクの3基の原子炉は41万kWの出力増強が行われ、オスカー

シャム3号機は25万kWの出力増強が行われる予定である。

スイス

スイスは、原子炉5基、総容量320万kWを有し、同国の約40％の電力が原子力によ

って供給されている。3基の原子炉は地域暖房用の熱供給も行っている。2003年の国民

投票により、スイスの国民は、原子力新設の凍結延長および全ての原子炉の段階的廃止と

いう2件の原子力反対提案をはっきりと拒否した。

全ての原子炉は、適切なセーフティ・ケースおよび十分な検査と管理報告の確立を条件

に、約55年の想定寿命を持っている。1基の原子炉はすでに10年間の許認可延長を得て

おり、スイスの原子炉は全てエネルギーの増強を実施済みである。

2007年初めにスイス政府は、既存の5基の原子炉は予定通り新規のユニットと取り換

えられるべきであり、産業界の具体的なリプレース提案に期待を寄せていると述べた。電

力会社の2社は、現在の第II世代の原子炉を第III世代／第III＋世代と置き換えることを検討

中である。しかし、新規原子力プラントの建設提案は全て、国民投票および訴訟の対象に
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なるものと考えられる。

中国台北

中国台北は、490万kWの合計容量を持つ6基(PWR2基、BWR4基)の運転中の原子力

発電プラントを有し、これらによって同国の電力の20％前後が供給されている。2基の

各130万kWの原子炉が建設中で、2010年の商業運転が予定されている。政府は同プラ

ントの建設が部分的に進捗した段階でこのプロジェクトを中止したが、その後決定を覆し

ている。

ウクライナ

ウクライナは、4カ所の原子力発電プラントに原子炉を計15基、合計設備容量が

1,310万kWを有し、2007年には同国の総電力の48％を供給しており、原子力に大き

く依存している。ウクライナで現在運転中の原子炉は全てロシア設計のVVERである。

ウクライナ政府の原子力発電戦略では、2030年までに容量を2倍以上に増やすため、

11基の新規原子炉(設備容量1,650万kW)を建設することを計画している。この戦略は、

ロシア連邦との天然ガス供給をめぐる論争の後、ウクライナのエネルギー独立性を強化す

るため、2006年に承認された。国際入札によって技術的なオプションが明らかにされ

るものと予想されている。

英　国

英国は1,020万kWの容量を持つ19基の運転炉を持っている。これらは2007年には

電力の15％を発電しているが、これは近年、プラントの廃止により約25％から減少し

てこの比率になっている。現在運転中の原子炉は、1基を除き2023年までに閉鎖される

可能性が高い。さらに同国の電力需要の約3％は、フランスの原子力発電プラントにより

発電された電力の輸入により賄われている。

2006年には、政府は同国のエネルギー政策の見直しを行ない、その結果、エネルギ

ー・セキュリティの問題に対応するため、および二酸化炭素の排出を抑制するため、原子

力発電プラントのリプレースを勧告した。英国の首相は、議会に次のように述べた。「世

界の国々と同様、我々は原子力を再び議論の俎上に戻し、少なくとも我々が［古いプラン

トの閉鎖に伴って］失うことになる原子力エネルギーを置き換える必要がある。そうしな

ければ、我々は気候変動、または我々のエネルギー・セキュリティに対する目的のいずれ

にも対応することができなくなる。」

政府は全ての新設プラントは、民間により出資および建設が行なわれること、また、全

ての廃棄物および廃止措置コストは内部化されることを明確にした。政府は、許認可の効

率化(サイトを特定した設計承認ではなく、一般設計承認による)、および計画許可の効率

化(国内で重要な全ての基盤施設のプロジェクトに適用される措置)により、新規原子力の

建設に対する潜在的障害に対応するよう提案している。政府は新規原子力の建設の必要性

を明確に述べたが、建設の範囲とペースを市場の力に決定させようとしている。多数の炉
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型が一般設計承認を求め、規制当局に提出されている。

米　国

米国は、104基の原子炉を持ち、合計1億60万kWの容量から同国内の電力の20%近

くを供給している世界最大の原子力発電国である。米国の原子炉の稼働率のレベルは高く、

また、出力増強および多数の原子炉の40年から60年への原子炉寿命の延長によって、

原子炉の経済的競争力が強化されている。

過去15年間にわたり、さらに徹底した利用により、19基の100万kW原子炉を追加す

るのと同等の出力が増加した。出力増強によっても米国の原子炉の出力は増加している。

2006年8月現在5、米国原子力規制委員会(NRC)は、計484.5万kWの110件を超える

出力増強の承認を発給してきた。さらに7基の出力増強による、75万kWの発電容量が

USNRCの審査待ちであり、169万kW分の出力増強が2011年までに申請されると見込

まれている。2007年初めまでにNRCは、米国の原子炉の約半数に近い48基の原子炉の

許認可を更新し、運転寿命を40年から60年まで延長した。許認可更新申請は104基の

米国の原子炉の内の最終的には約85基に及ぶと予想されている。

1977年以降、新規の原子力ユニットの発注は全くなかった6。しかし、2002年に米

国エネルギー省(DOE)は、産業界と財政リスクおよび規制上のリスクを分担することに

より、新しい設計のプラント建設を奨励するNP 2010プログラムを開始した。2005年

には、米国政府は2005年エネルギー政策法を通過させたが、同法には原子力発電に対

する重要な財政的奨励策が含まれている。これらの内のいくつかには、2008年末まで

に建設運転一括許認可(COL)申請を提出し、2014年までに新型プラントの建設を開始し、

2021年までに供用を開始する条件が義務付けられている。これに加え 2005年の同法

では、水素製造も可能な新型高温炉の開発に12億5,000万ドルを支出することも承認し

ている。

これらおよびその他の奨励策を受けて、2020年までに相当数の新たな原子力発電容

量が追加される可能性があり、またこのような発電設備の増設に対応するためいくつかの

規制関連の奨励策も実施されている。NRCは、新規の新型炉に対して、米国で現在運転

中のプラントの許認可に対して適用されている従来のプロセスの利用によって生じるコス

トおよび遅延を排除することを目的に、商業用NPPの新しい許認可プロセスを確立した。

この新しい方法は、4つの基本的な要素、すなわち、①原子炉の設計認証、②早期立地許

可、③建設・運転一括許認可(COL)および④当該プラントが全ての許認可基準を満たして

いることを確認するための一連の検査、試験および解析、で構成されている。
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力増強が承認済みであった。

6 2007年12月の本章の閉め切りの後の2008年4月および5月に2件の別々の機器設

備調達および建設契約が署名されたが、各契約は2基の原子炉に対するものである。



NRCは、今後2年間に合計4,100万kWの31基の新規ユニットに対して27件のCOL

申請を予測している。革新的な安全機能を持っている5種類の新型原子炉設計が検討され

ている。2種類の第III世代／第III＋世代原子炉(General Electric－日立社の130～150

万kWのABWRおよびウェスチングハウス社のAP-1000 PWR)はすでに設計認証を取

得している。公開協議の後、これらの設計の安全問題は完全に解決されたと考えられてお

り、個別のプラントの許認可においては訴訟問題になることはない。さらにGeneral

Electric－日立社の150万kWのESBWR(高経済性・単純化沸騰水型炉)は、2008年に

設計認証の発給を受けると予測されている。フランスのアレバ社のUS-EPRおよび日本

の三菱のUS-APWRも、NRCによって設計認証の検討が行われているところである。

2.3 将来の原子力エネルギー利用政策を持つ非原子力国
表2.1は、現在、原子力エネルギーを発電に利用していないが、将来利用する計画を表

明するか、または利用する政策を策定した国の一覧表である。計25カ国が原子力利用計

画を発表するか、または原子力発電プラントの建設を検討中である。5カ国が、約16基

で計1,800万kWの設備容量、もしくは現在の世界の原子力発電容量の約5％を建設する

確たる計画を持っている。さらに4,200万kWの容量追加が検討中されている。これらの

国の代表例として、ベトナムおよびトルコが挙げられる。

2006年、ベトナム政府は、2020年までに200万kWの原子力エネルギープラントが

電力系統に投入される予定であると発表した。このプロジェクトのフィージビリティ・ス

タディは2008年に完了する予定であり、一旦、公式に承認されると、2011年に着工

し2017年に試運転開始とするような入札の手続きが開始される予定である。2007年、

ベトナム政府は、2025年までに原子力容量を800万kWとするよう、原子力開発の目標

を引き上げた。
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表2.1　将来原子力エネルギーを利用する政策を持っている国
（グロス万ke）

計画中1または承認済 提案中2または目標

ベトナム
トルコ
イラン

インドネシア

ベラルーシ

5カ国

800
450
200
200

100

1,750

イラン
タイ

バングラディシュ

21カ国

1,800
400
200

1,800

4,200

(各国100と
仮定)

1　計画：確定　　2　提案：検討中

18カ国
バーレーン、エジプト、ガーナ、

ジョージア、イスラエル、カザフスタン、
クウェート、リビア、マレーシア、
ナミビア、ニジェール、オマーン、

フィリピン、カタール、サウジアラビア、
ウガンダ、アラブ首長国連邦、イエメン



2004年にトルコのエネルギー大臣は、合計450万kWの3基の原子力発電プラントを、

推定コスト105億米ドルで、2012年～2015年に運転開始の予定で、建設すると発表

した。トルコ議会は2007年11月に「原子力発電プラントの建設および運転ならびにエ

ネルギー売却に関する法律」を通過して、この計画を承認した。

イランは国産濃縮技術開発が国際的問題を引き起こしたが、2008年から2010年に

かけて、電力系統に投入されるVVER-1000を1基建設中である。インドネシアの計画

では、2016年までに運転開始の2基の100万kW級の原子炉が計画されており、ベラル

ーシ政府は、エネルギー供給の多様化を通じてエネルギー・セキュリティの強化を図るた

め、VVER1基を建設する計画を発表している。

現在、明確に公表された計画はないが、他の20カ国は、増加するエネルギー需要を満

たし、温室効果ガスの排出を削減し、かつ海水淡水化によって淡水を供給するため、原子

力設備の建設の可能性について検討しているところである。これらの国々は、バングラデ

ィシュ、バーレーン、エジプト、グルジア、ガーナ、イスラエル、カザフスタン、クウェ

ート、リビア、マレーシア、ナミビア、ナイジェリア、オマーン、フィリピン、カタール、

サウジアラビア、タイ、ウガンダ、アラブ首長国連邦、イエメンの20カ国である。

2.4 今後20年間の展望
原子力の電力供給という観点から、現在の政府の政策を見た結果を、一部の国について

図2.1に示す。これらの国々は2004年に大規模な原子力発電容量を持っているか、また

は2020年にそのような大規模容量を持つと予想されていることから選定された。

現在の政策の下で、かつ全ての計画中の原子炉が建設されると想定すると、2020年

に最大規模の原子力発電量が想定される5カ国は、米国、フランス、日本、ロシア連邦お

よび中国である。これらの中で、米国および中国は設備容量の計画増加量が最大になって

いる。フランスは、既に同国の77％を原子力発電で賄っているため、2020年までにほ

とんど容量の増設を行わない予定であるが、必要な時には既存の原子力設備を置き換える

と見込まれている。ウクライナは、原子力発電の容量を2020年までに約43％増加する

意向である。英国で新設が奨励されているが、西欧には確たる追加設備の建設計画はほと

んどない。インドは相当な拡張計画を持っているにもかかわらず、その将来の発電量は、

カナダやウクライナの発電容量程度にしかならない。
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図2.2は、エネルギー混合に占める原子力の割合が2004年と2020年の間にどのよう

に変化すると予測されるかを示している。一部の欧州の国々、すなわち、ベルギー、ドイ

ツ、スペイン、スウェーデンおよび英国では、原子力発電は著しく減少すると予測されて

いる。これらの内、英国以外は段階的廃止政策を採っている。英国政府は原子力エネルギ

ーの利用を推奨しており、2020年の原子力発電の予測市場占有率が、今後増加してい

くことはありうる。現在原子力発電に大きく依存している国々の中で、チェコ共和国、フ

ィンランド、日本、韓国およびウクライナは、現在の原子力の比率を著しく伸ばすと予想

されているが、ハンガリーおよびスイスは、ほとんど変化しないであろう。現在は原子力

の比率が低い国々－ブラジル、中国、インドおよび南アフリカ－は、原子力発電が著しく

増加すると予測されているが、これらの国々の原子力発電への全体的な依存度は国内の総

電力需要の伸びと関連することになろう。2020年までにインドと南アフリカは、大幅

に原子力発電の比率を伸ばすと予測されている。しかし、ブラジルと中国は、わずか3％

の上昇を見るだけであろう。

世界中で、原子力から最大量の電力を得ている国々は、フランスを除いて、エネルギー

を原子力に最も多く依存しているわけではない。事実、上位5カ国の原子力発電国の中で、

米国および中国の2カ国は、2020年時点でも、それぞれの原子力発電比率がわずか

20％および5％に過ぎないと予測されている。
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図2.1　原子力発電量の2004年実績および2020年予測
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これらの予測には著しい不確実性がある。政府の政策は、多くの場合、経済(一部の南

米および東欧各国の大規模な原子力発電設備の建設の場合)、エネルギー論争(ガス供給を

巡るロシア連邦とウクライナとの間の論争)および世論により著しく影響を受けうるもの

であり、願望表明と言える。さらに政府の政策声明は、常に正確ではなく、一部の国では、

しばしば政府の政策と原子力産業の願望を区別することが難しい。したがって、これらの

予測は大局的に捉えるべきであり、確かな将来を示していると見なされるべきではない。

2.5 政府の原子力長期政策
前節においては、主として新規建設計画を評価することにより、2020年までの原子

力発電に対する現在の政府の政策について調査してきた。しかし、世界の原子力エネルギ

ー見通しを検討する際に、長期的な政府政策に関する考察、例えば第III世代／第III＋世代

原子炉設計、燃料製造、再処理、高レベル放射性廃棄物処分と使用済燃料処分、また最終

的な高速炉および閉じた燃料サイクルへの移行の寄与を見ることなどは、有用である。こ

れらの事項をレビューすることによって、原子力の将来に対する政府の長期的な責務につ

いての何らかの洞察が得られよう。また、これによって単に原子力を利用するだけの国々

に対して、どのような国々が世界の原子力開発をリードすることになるかについての何ら

かの示唆も得られるであろう。
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第III世代／第III＋世代炉

多大な第III世代／第III＋世代軽水炉開発が欧州および米国で実施されてきた。短期的な

世界の発電容量の増加は、ウェスチングハウス社のAP-1000(間もなく中国で着工)、ア

レバ社のEPR(フィンランドとフランスの双方で建設中)、およびゼネラルエレクトリック

社／日立のABWR(日本で既に運転中)の建設によるものが支配的になっている。他の国々、

特に中国、日本、韓国およびロシア連邦では、既存の設計に基づいた国産の第III世代／第

III＋世代軽水炉を開発する計画があり、カナダは新型加圧重水炉(PHWS)を開発中である。

他の炉型、特に南アフリカのぺブルベッド式モジュール型炉(PBMR)は、市場で小型炉ま

たは水素製造と海水脱塩用の高温炉(13章参照)に対する相当な需要が見込めれば、やが

て多く建設される可能性もある。

ウラン濃縮および燃料加工

IAEA加盟国が提供する情報(IAEA, 2008b)によれば、現在13か所の商業規模のウラ

ン濃縮施設が世界で運転されている。これら施設は、中国、フランス、ドイツ、日本、オ

ランダ、パキスタン、ロシア連邦、英国、および米国に設置されている。兵器拡散に関す

る懸念によって、国際的管理を通じて濃縮能力の拡張を制限し得るかもしれない。世界の

指導者は、全ての国々に対して、兵器製造能力を制限するような方法で原子力エネルギー

の利用権限が与えられるべきであると唱えてきた(第9章参照)。米国は、国際原子力エネ

ルギーパートナーシップ(GNEP)を提唱し、またIAEA加盟各国は、核燃料サイクルへの

多国間アプローチの傘の下で、特に濃縮のような機微技術の拡散を制限するために12件

の異なった提案を行った。IAEAに提供された同様の情報によって、アルゼンチン、ベル

ギー、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、カザフスタン、韓国、

パキスタン、ルーマニア、ロシア連邦、スペイン、スウェーデン、英国および米国におい

て運転中の40か所の商業規模の燃料加工施設が特定されている。

高レベル放射性廃棄物処分

大部分の世論調査は、公衆が原子力エネルギーに特定した質問をされた場合、高レベル

廃棄物処分が、最大の関心事であることを示している(第12章参照)。多くの国々では、

病院や研究所、また原子力発電所で発生した低レベル廃棄物の処分方策がある。もしある

国が原子力発電を発電ミックスの重要な部分として含めたいと考えるならば、HLW処分

問題に取り組まなければならない。しかし利害関係者の参加や地質調査を通じて大きく前

進した国もあるものの、操業を開始したHLW処分施設はまだない。(第8章参照)。この問

題に特定した質問に対して、大部分の欧州の人々は放射性廃棄物問題を今解決することを

希望し、将来の世代に残したくはないと述べている。

フィンランドおよび米国だけがHLW処分場サイトを選定した。地下の特性調査施設ま

たは岩石研究所が選定されたサイトの適性を確認するため、フィンランドで現在建設中で

ある。スウェーデンは選択先を2サイトに絞り、選定されたこの両自治体での投票では、

強力な支持が示された。選定されたサイト周辺の地域社会の支持は、フィンランドにおい
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ても強い。米国ネバダ州のユッカマウンテンで70,000トンのHLW処分場が計画されて

いる。数十年の期間に及ぶ大規模なプログラムによって、提案された処分施設の環境面で

の影響が評価され、また全ての必要な地質学的調査が実施された。しかし建設に向けての

進捗は、連邦政府と州政府の間の論争のため遅れている。本書の執筆時点には、許認可の

申請時期は不明確であった7。

カナダ、中国、フランス、日本、ロシア連邦、スウェーデン、スイスおよび英国は、現

在、サイト選定調査中である。これらの国々の政府政策では、深地層処分が要求されてい

る。2006年にフランスでは、HLWの最終管理に関する15年間の研究プログラムの結果、

ミューズ／オートマルネ地方の粘土質岩(argillite)(粘土)の地層中での地層処分の技術的

可能性が確認された。広範囲の国民公聴会も行われ(資料情報が60,000件、展示館への

訪問者数が54,000人、ウェブサイト訪問者数が15,000人、会議への参加者数が

3,000人)、これが2006年6月の計画法の最終決定に寄与した。同法は、高レベル廃棄

物および長寿命中レベル廃棄物の双方に対する国家の標準的な解決策として、可逆的地層

処分を規定している。現在、地下研究所がこの地域で活動を行っており、計画法で規定さ

れている日程および手続きに従って標準立地点が特定されるものと期待されている。その

手続き上は、2015年に許認可申請とともに中間段階での情報公開および公聴会が行わ

れる予定である。処分場竣工は2025年までと予想されている。

高速炉技術8

高速中性子炉は、熱中性子炉に比べて最大60倍のエネルギーをウランから取り出すこ

とができる。この技術は、現在のところ熱中性子炉より高価で、かつ複雑であるが、比較

的小型の実験炉から商業規模の原子炉まで、既に約300炉・年の運転実績を積んでいる。

多数の商業用高速炉が建設され運転されるかどうかは、ウランの将来の価格および入手可

能性(燃料コストは現在、原子力発電コストの比較的小さい部分しか占めていないことを

銘記しつつ)、ならびに再処理技術や群分離技術の技術的経験や開発に相当程度依存して

いる。

フランスは2基の高速炉を建設し、フェニックス炉は1973年以降、改造のための2～

3年を除き、ほぼ連続的に運転されている。1,250MWeの商業原型炉スーパーフェニッ

クスは、政治的決定に従い1998年に閉鎖された。高速炉の運転は、フランスのHLW処

分、特にアクチニドの核種変換の研究にとって基盤となるものである。2004年に、米

国DOEは、フランスCEAとの間で、廃棄物の核種変換に関する共同研究を行うための協

定に署名した。また、2006年に、フランス大統領はCEAが2020年の運転を目指して、

第2章　各国の計画と政府政策
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7 米国エネルギー省は、2008年6月3日にユッカ・マウンテンで国立放射性廃棄物処
分場の建設および運転を行うための許認可の申請書を提出した。この申請書はネバダ
州司法長官から異議申し立てを受けている。

8 本節では発電を行った高速増殖炉の検討に限定する。各国は、通常は発電を行う前に
熱出力だけを発生する研究炉および開発炉を建設してきている。



第IV世代の原型炉の設計に着手すると発表した。

ロシア連邦およびカザフスタンは同様の設計概念に基づく3基の高速炉(BOR60、

BN350およびBN600)を建設した。BN600は、1980年以降、ロシアの電力系統に

56万kWの電力を供給してきた。ロシア連邦の2番目の炉は低出力の開発装置であった。

カザフスタンにあるこの炉(BN350)は、相当な期間にわたって発電用(約5万kW)および

海水淡水化のため、使用されてきた。ロシア連邦において88万kWの高速炉の建設が開

始されており、資金に関する問題があるものの、更なるユニットも計画されている。ロシ

アの高速炉は混合酸化物燃料を利用し、軍事用のプルトニウムも燃焼できる。

英国は、2基の高速炉を建設した(ドーンレイの DFR、同じくドーンレイ PFR)が、こ

れらは低出力のR&D施設と実際の電気出力は24.3万kWであり、政府の出資が取り止め

られるまで20年間運転された。

日本は1基の原型高速炉(もんじゅ、実際の電気出力24.6万kW、現在は修理のため停

止中)を持っている。日本のエネルギー政策の目標は、ウランの利用改善を図る技術を開

発することにある。この計画では、既存の熱中性子炉が寿命を迎える2050年頃に既存

の軽水炉をFBRで置き換えるとされている。

中国は実規模の原型高速炉を2020年までに建設する検討を進めており、日本と同様

に、中国はこの技術が2050年頃に商業的に利用可能になるよう期待している。

インドでは1985年に1.3万kWの開発炉が出力運転に入った。50万kWの原型高速炉

が建設中であり、2010年の運転開始予定とされている。さらに4基の高速炉が2020年

までに建設されることになっている。これらは、ウラン－プルトニウム酸化物(インドの

既存のPHWRsから排出される原子炉級プルトニウム)燃料を装荷し、トリウム増殖用ブ

ランケットを持っている。インドは、トリウム資源が豊富で、核燃料としてのトリウムの

利用開発面で世界をリードしている。

米国は過去に3基の高速炉(EBR-1、EBR-2およびフェルミ-1)を運転したが、全て低

出力の研究炉であった。米国は現在、国際原子力エネルギーパートナーシップおよびGIF

を通じてこの分野での活動に取り組んでいる。

長期政策のまとめ

フランス、日本、ロシア連邦および米国においてのみ、第III世代／第III＋世代軽水炉の

開発が手がけられ、売り込みが図られつつある。カナダでは、第III世代／第III+世代の

CANDU炉が開発され、商品化されている。南アフリカ共和国では、水素製造に適した第

III世代／第III＋世代の高温炉が鋭意開発中である。

カナダ、中国、フィンランド、フランス、日本、ロシア連邦、スウェーデン、スイス、

英国および米国は、HLW問題に積極的に取り組んでいる。これらの内、フィンランドは、

広範な支持を獲得したサイトを設定した唯一の国であるが、スウェーデンも間もなくこの

状況と同様になるものと考えられる。

フランス、インド、日本(もんじゅが再起動すれば)およびロシア連邦のみが現在運転中
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の高速炉を持っている。近い将来には日本も加わるが、それらの国の中でも、フランスと

ロシア連邦だけが、閉じた燃料サイクルを支えることのできる商業規模の再処理技術を持

っている。

2.6 原子力発電の利用と世界の状況の変化

原子力発電の利用

多くの国々において電力需要は急速に成長を続けており、エネルギー供給セキュリティ、

化石燃料の将来の価格および温室効果ガス排出の増加を懸念している。これらの問題への

対策として、多くの国々では、多大の原子力発電容量を追加するだけではなく、エネルギ

ー混合に占める原子力の割合を増加するような原子力建設計画が提案されている。図2.3

は、22カ国(2.4節で既に検討されている20カ国にベトナムおよびトルコを追加)におけ

る2004年から2020年までの間の原子力発電量の変化と原子力発電比率の変化の関係

を示したものである。

第2章　各国の計画と政府政策

82

-30 -20 -10 0 10 20 30%
-200

-100

0

100

200

300

400

TWhおよび%の両方に正の変化
TWhおよび%の両方に負の変化　
TWhに正の変化および%に負の変化

中国

ロシア連邦

ベトナム

韓国

カナダ

スイス

ドイツ

英国

ベルギー
スウェーデン

スペイン

フランス

ハンガリー トルコ
フィンランド

チェコ
共和国

南アフリカ

ウクライナ

日本
インド

米国

年間の原子力発電の比率の変化(2020年－2004年)、％

年
間
の
原
子
力
発
電
量
の
変
化
（
20

20
年
～
20

40
年
)、

［
T
W
h］

図2.3　2004年～2020年までの原子力エネルギーへの依存度の変化



絶対的にも相対的にも、原子力の寄与が増加すると予想されている国々は、右上の部分

に現れており、現在原子炉を使用中の13カ国および新規導入する2カ国がこれに該当し

ている。平均発電比率は2004年の20.5%(13カ国)から2020年の25.0%(15カ国)に

増大すると予測されている。中国の場合、原子力発電容量の極めて大規模な追加は、原子

力エネルギー比率では、小さな増加にしかならない。米国においては原子力発電容量の大

規模な追加は、発電全体に占める原子力比率をようやく維持できる程度である。

新たな原子力建設によっても現在の発電容量に占める割合を維持できない国々は左上の

部分に現れるが、ここはフランスのみとなっている。フランスは、2020年までに原子

力発電容量がわずかに増えるが、原子力の割合が下がると予測されている。

電力需要が原子力発電の減少よりも速く下降した場合にのみ、対象国が右下の部分に現

れることが可能になることから、この部分が空白であっても驚くに値しない。

左下の部分には、総原子力容量および原子力比率の両方が下がると予測された国々が示

されている。この部分の国は全て西欧の国々である。それにもかかわらず、供給セキュリ

ティおよび気候変動への懸念が多くの西欧諸国およびEC において表明されている。この

範疇の6カ国は、2020年までに、合わせて261TWh、または2004年のこれらの国々

の合計出力の56％の原子力発電を減らす予定である。

原子力発電利用における世界の状況

図2.4は、政府の政策が現在のままであると想定した場合に、2004年から2020年ま

での間、各国の原子力発電が世界全体の原子力発電に占める相対的比率の変化予測を示し

ている。これらの条件下では、原子力界における各国の相対的重要度が今後著しく変化す

ることは明らかである。労働、または産業の影響および指導力の世界での分担は、大まか

には各国の国内での実現規模に沿って動きそうである。
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中国、インドおよび南アフリカは原子力発電の上位10カ国の新しいメンバーになって

いるため、これら各国は全世界の原子力産業構造への影響力を増していくことになろう。

もし、これらの国々が2020年までに年間529TWhの原子力発電量を追加するという計

画を実現すれば、世界全体での伸び、すなわち1,313TWhの40%に貢献することにな

る。

これら各国は現在の順位を維持すると予測されているが、原子力三大国(米国、フラン

スおよび日本)の重みは、2004年の56.4%から2020年には50.0%へと僅かに減少す

るであろう。新規原子炉の数という観点から、世界の原子力発電の拡大に果たしてきたフ

ランスの役割は、既存の原子炉、研究活動ならびに原子炉設計および建設能力の規模を前

提としても、この16年以内に限界に近づくものと予測されるが、その国際影響力は、依

然として強さを維持しそうである。ロシア連邦は2020年には、世界の原子力発電の

8.1%を賄うことによって、その立場を第4位まで押し上げることになろう。16年間で

原子力発電量を6倍に伸ばすことにより、中国は、全世界における比率を1.8％から

7.3％まで拡大することになる。2020年には中国は第5位の原子力発電国になるであろ
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う。韓国は、2004年に比べて72％原子力発電を増加させるが、現在の6番目の順位を

維持するだけになろう。7番目の順位は3カ国が共有する。カナダおよびウクライナは現

在の順位を維持するであろうが、もし国際原子力界からの孤立問題が解決されれば、イン

ドも加わるであろう。南アフリカは、2020年に世界の原子力発電の2.0％を発電して

10番目の順位になろう。しかし、高温炉技術の開発における役割は原子力発電量による

順位付け以上に影響力を強めるであろう。

原子力界における従来の地位からの西欧の没落をさらに例証すると、ドイツ、スウェー

デンおよび英国は、原子力発電の割合が下落するのに伴い上位10番以内から脱落すると

予測されている。ドイツは2020年までにその原子力発電容量の大部分を閉鎖し、全世

界における割合が6.1%から0.8%に低下するであろう。原子力発電量が79.8TWhの英

国は、2004年には第8位の順位を保持し、世界全体の原子力発電の2.9%を占めていた。

現在の新設議論が確かな建設プロジェクトとして具体化しない限り、世界に占める英国の

割合は1.0％よりはるかに下まで下落することになろう。スウェーデンも同様の経路をた

どるであろう。

以上をまとめると、フランス、日本および米国は依然として支配的な立場を維持し、中

国、韓国およびロシア連邦がより強い影響力を持つ可能性が高く、欧州は、フランスを例

外として、あまり重要とは言えない立場になるであろう。PBMR技術の所有権を持つ南

アフリカは、世界の順位付けが示す以上に影響力を強めるかもしれず、インドの立場は、

国際核不拡散体制に対して特定の権利を放棄できるか否かに依存することになろう。

2.7 結論
表2.2は、2004年または2020年の設置容量が500万kW以上の国々について、現在

の能力、政府の政策、将来の原子力容量および比率の予測をまとめたものである。将来の

容量は保証された資金や立地ではなく、政府の政策予測に基づくものであることに留意さ

れたい。
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キーポイント
・エネルギーと電力は、経済と社会の発展、そして生活水準の向上に不可欠だが、現在の

それらの供給における傾向は持続可能ではない。エネルギーの生産と利用による潜在的

な環境破壊と将来のエネルギー必要量のバランスをとることは、21世紀における重要

な挑戦であろう。

・2050年までにもし政策が変わらなければ、一次エネルギー需要がおよそ2.5倍で増加

すると予想される。この研究プロジェクトで考えたすべてのシナリオでは電力需要もま

た、2050年までに80%から270%まで及ぶかなりの増加(1.8～3.7倍の増加)をす

ると予測している。予想される増加の主要な要因は、多くの発展途上国におけるエネル

ギー多消費型ライフスタイルに結びつく強い経済成長と、世界の人口増加であろう。

・現状の各国の政策を仮定すると、IEA参照シナリオでは、この増加するエネルギー需要

を満たすために化石燃料がこれからも変わらず増え続けるとしているが、環境は二酸化

炭素排出のかなりの減少を緊急に求めている。

・発電は、世界の人為起源の二酸化炭素排出の27%を占めており、最も大きく最も早く

増加しているただ一つのセクターである。原子力はこの問題の解決を支援できる、ほと

んど炭素を排出しないオプションである。

・エネルギーの供給保障は、エネルギー輸入に依存する多くの国にとって主要な関心事で

ある。原子力は、エネルギー供給を多角化し、長期の供給保障を確実にする機会を提供

する。

・NEAは、2030年及び2050年の時点での原子力がなしうる貢献を予測した。 低シナ

リオでは原子力以外の低炭素の電源が首尾よく開発され導入されるが、高シナリオでは、

うまくいかないと仮定する。これらの高低のシナリオは、他の機関のシナリオと良く一

致していて、世界の原子力発電容量は2007年の3億7,000万kWと比べて、2050年

には5億8,000万kWから14億kWの間まで伸びると予測している。

・NEAの予測は、低シナリオと高シナリオのそれぞれで、2030年と2050年で、平均

的に毎年世界中で23基と54基の原子炉が建設されるとしている。これは、現在の産

業能力を高める必要があるが、過去の産業実績からは、そのような速度かそれ以上であ

っても建設は達成可能である。
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3.1 世界のエネルギー需要増加の要因
十分かつ経済的なエネルギー供給は、経済成長を促進し人間の幸福を向上することにお

いて主要な役割をこれまでもそしてこれからも果たし続けるであろう。 社会と経済の継

続的な進歩を確実にするために、重大な環境破壊を避けつつ、将来のエネルギーの需要量

を満たすことは、21世紀の最も重要な挑戦の1つである。特に、環境面で健全なエネル

ギーの供給と使用は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素とその他の地球温暖化ガスの大

気中の放出を制御するためには必須となるであろう。

エネルギー供給のセキュリティは、資源制約のある、したがってエネルギー輸入に頼っ

ている国々の主要な関心事である。容易に回収・取出し可能な石油とガスの資源の大部分

は、いくつかの国に限られている。過去数10年間にわたって、この事実が経済と政治上

の両方の緊張の重要な源であると判明している。

今世紀における世界のエネルギー消費量はかなりの増加が予想され、それは主に開発途

上地域によってもたらされる。これは、現在の年間一人当たりのエネルギー消費が国や地

域によって著しく異なっているからであり、今日の発展途上国は、世界の住民のおよそ四

分の三を占めているが、世界のエネルギーのわずか四分の一を消費している。多くの発展

途上国の強い経済成長は、既に一人当たりのエネルギー消費の激増につながっている。

その上、国連による今世紀の世界人口の大幅な増加予測では、大部分が発展途上国に起

こるであろうとしている。図3.1は、国連の中位予測を採用すると、世界の人口は2000

年の61億から2030年におよそ83億へ、また2050年に90億以上に成長すると予想さ

れることを示している(UNPD、2006)。

図3.2では、国際エネルギー機関の「世界エネルギー展望」(IEA、2006a)と「エネル

ギー技術展望」(IEA、2006b)の参照シナリオから、未来の一人当たりの総一次エネル

ギー供給と過去の実績データを結合して示す。 過去のデータは、一人当たり総一次エネ

ルギー供給(TPES)が年間およそ0.5%上昇するのを示しているが、一方IEA予測は、
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TPESの増加がこれから数十年の間には年間およそ0.8%になるとしている。

3.2 将来のエネルギー供給シナリオ
上述の理由で、世界のエネルギー需要が2050年またそれ以降も上昇し続けるのは明

確なことに見える。この上昇に対して出てくるであろう今後のエネルギー供給の可能なパ

ターンは、政府や国際機関によって広くモデル化されている。大部分は、2030年もし

くは2050年への今後の世界のエネルギー供給に対して、政府の既存の方針が大きく変

わないと仮定する参照シナリオを作成している。したがって、そのようなシナリオは

「BAU(従来どおりの政策: business as usual)」を表している。次に、モデルは、それ

ぞれ別々の仮定で一連のシナリオを作って、この基本線への現状政策の潜在的変化の影響

を評価する。

NEAは、本書「原子力エネルギー・アウトルック」のバックグラウンドとなると考え

られる2つの期間に対する以下述べる5つのシナリオのセットからの結果を使用すること

とした: 

2030年への評価

・国際エネルギー機関、世界エネルギー展望(WEO) 2006 (IEA、2006a)

・米国エネルギー省、エネルギー情報局(EIA、2007)

・国際原子力機関(IAEA、2005)

2050年への評価

・国際エネルギー機関、エネルギー技術展望 (ETP)2006(IEA、2006b)

・気候変動政府間パネル(IPCC、2007)

これらのセットのうち4つのシナリオIPCC、IEA WEO、ETP及びEIAは、コンピュー
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タによるエネルギーモデルを使用している。IAEAシナリオは、モデルを使わず、参加各

国の専門家によって作られた。表3.1と3.2は、それぞれ2030年と2050年の、TPES

の結果を示して、シナリオの主要な特徴を要約している(補遺3に詳細を示す)。表のシナ

リオによる値は、2004年の112億トン(11,200Mtoe:石油換算)というTPESと比較さ

れるべきである。

ETPとIPCCシナリオは、2050年まで広い範囲の予測を提示している。NEAは、原子

力の可能性に最も関連しているものに焦点を合わせた。特に、ETPシナリオは、次の20

年間で商業的に利用可能になると予想される技術に関連している。これらのシナリオの結
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表3.2 　2050年でのTPES のシナリオモデルによるベースと結果

モデル シナリオベース TPES (Mtoe)

ETP 0 ベースライン：政策変更なし、世界エネルギー需要大
幅増加

22,110

ETP 1
再生可能エネルギー、原子力、石炭火力のCCS(炭素貯
留・隔離)、最終利用効率に関する開発の楽観的予想 16,760

ETP 2
ETP 1と同様, ただし再生可能エネルギー、原子力、先
端的バイオ燃料に関するコストの大幅減少、水素燃料
電池開発の楽観的予想

17,555

IPCC 1 経済と人口と技術の高度発展；発電に化石燃料の大幅
利用

35,740

IPCC 2 IPCC 1同様、ただし発電に化石燃料の大幅利用はなし 29,000

IPCC 3 人口増加大； 経済と技術の持続的発展 20,010

表3.1 　2030年でのTPES のシナリオモデルによるベースと結果

モデル シナリオベース TPES (Mtoe)

WEO 参照シナリオ：政策変更なし 17,095

EIA 政策変更なし、世界エネルギー需要大幅増加 17,690

IAEA

低
・電力需要の伸び低
・原子力への現状の抵抗が存続
・原子力技術の途上国への移転小

15,775

高
・原子力の緩やかな復活 21,535



果を図3.3に示す。

2050年では、長い縦線はIPCCシナリオの結果の範囲を表し、短い縦線がETPシナリ

オの結果を示す。すべてのシナリオが、TPESが上昇することを示している。2004年か

ら2050年までの増加は、ETP1シナリオの50%からIPCC1シナリオの220%まで広が

っている。

上で議論したそれぞれのシナリオにおける総エネルギー供給の結果の中で、各一次エネ

ルギー資源の寄与は異なる。IEA WEO、ETPの参照および基本シナリオの結果を図3.4

に示す。これらは、BAU(政策変更なし)のシナリオにおいて、化石燃料(石炭、石油、お

よび天然ガス)がエネルギー供給の割合を増やすこと、原子力は需要増加に対して重要な
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貢献をしないことを示している。しかしこれは、二酸化炭素排出の増加とその気候への影

響、エネルギー供給のセキュリティ、およびその結果としての政治上と経済上の問題を提

起することになる。

3.3 将来の世界における電力供給
上記のシナリオは、世界の一次エネルギー供給が2050年まで大幅増加すると予測し

ている。同様に、各シナリオは今後の電力供給も予測している。表3.3と3.4にはそれぞ

れ、選択されたシナリオについて2030年と2050年の世界の電力供給の主な特徴と結

果についてまとめている(補遺3に詳細を示す)。

前述したように、ETPとIPCCは2050年までの広い範囲の予測をしている：NEAは、

それらの内で原子力発電に最も関連しているものとして電力供給量に焦点をあてた。これ

らの表のデータは、2004年の17,410テラワット-時間(TWh)という世界の電力供給と

比較されるべきである。

これらのシナリオの結果を図3.5に示す。2050年の長い縦線はIPCCシナリオの結果

の範囲を表し、短い縦線はETPシナリオを示す。すべてのシナリオが、電力需要が実質

95

表3.3　選択されたシナリオによる2030年での電力供給のベースと結果

モデル シナリオベース
電力供給
(TWh)

WEO 0 参照シナリオ：政策変更なし 33,750

WEO 1

代替政策シナリオ ‒ 以下の政府による活動:
・再生可能エネルギーの利用増加
・エネルギー効率向上
・先進的発電技術によるコスト低減
・原子力利用推進

29,835

WEO 2 28,015

EIA 0 政策変更なし；エネルギー需要の大幅増加 30,675

EIA 1 政策変更なし、ただし世界経済は低成長 27,960

EIA 2 政策変更なし、ただし世界経済は高成長 33,545

IAEA

低：
・電力需要の伸び低
・原子力への現状の抵抗が存続
・原子力技術の途上国への移転小

高：
・原子力の緩やかな復活

24,670

38,960

代替政策シナリオに加えて：  2030年のエネルギー関連の CO2 排出は、
2004年を超えない



的にかなり上昇することを示している：2004年と2050年の間の増加は、ETP1と

ETP3のシナリオの約80%から、IPCC1シナリオの約270%にまで及ぶ。

図3.6は、IEAのWEOとETPの参照および基本予測による、地域毎の電力需要の伸び

を示す。総ての地域で大幅な成長が見られるが、最も大きい増加は発展途上国で起こる。

これは以下のような予想を反映している。すなわち発展途上国は、先進国が享受する経済

的に快適な暮らしのレベルを求め、このため一人当たり電力需要はいつかは先進国と同
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表3.4　選択されたシナリオによる2050年での電力供給のベースと結果

モデル シナリオベース 電力供給
(TWh)

ETP 0 基本線：政策変更なし、世界エネルギー需要大幅増加 46,630

ETP 1 再生可能エネルギー、原子力、石炭火力のCCS(炭素貯留・
隔離)、最終利用効率に関する開発の楽観的予想

31,765

ETP 2
ETP 1と同様, ただし再生可能エネルギー、原子力、先端的
バイオ燃料に関するコストの大幅減少、水素燃料電池開発
の楽観的予想

32,895

ETP 3 ETP 1と同様, ただし原子力開発の非観的予想 31,680

IPCC 1 経済と人口と技術の高度発展；発電に化石燃料の大幅利用 63,955

IPCC 2 IPCC 1同様、ただし発電に化石燃料の大幅利用はなし 58,430

IPCC 3 人口増加大、経済と技術の持続的発展 37,700
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図3.5　世界の電力需要の増加予測
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じ水準に達することになる。中国とインドは、人口と電力需要の両方の成長が最も大きく、

したがって巨大でかつ最も重要な発展途上の経済である。

図3.7は、中国、インド、および米国での1950年から2004年までの電力消費の伸び

(UNSD、2006)と、2030までのIEA参照シナリオの予測結果を示している。米国での

電力需要が過去55年間直線的に伸びているのを見ることができ、中国、およびインドで

はある程度、近年急速に上昇し始めた。IEA参照シナリオでは、将来もこの傾向が続くと
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予測している。

図3.8は、発電に使われる一次エネルギー資源の、ETP基本シナリオによる2050年の

予測値と2005年の統計データとを比べて示している。TPESと同様に、石炭とガスの大

幅な増加は顕著である。世界中では、石炭火力のシェアは2005年の40%から2050年

の47%まで増加し、ガス火力のシェアは同じ期間に20%から28%まで伸びる。

石炭火力の増加の大部分は中国で起こり、2030年までに55%の電力需要が、中国に

おいて最も豊富な国産エネルギー資源である石炭で賄われる。石炭火力の増大は、インド

と他のアジアの発展途上経済圏でも大きい。

電力消費と人類の進歩

図3.9に見られるように、電力消費と国連の人間開発指数、Human Development

Index、HDI(幼児死亡率、平均余命、食物供給、識字率、教育を受ける機会、および政治

的自由に係る指標を統合した人間の幸福の量的な指標)とは強い相関がある。また、最も

高いHDIスコアの国は、一人当たり電力消費も高く、一般におよそ4,000kWh超えてい

る。
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IPCCは、以下のように見ている。「電気は使用時点でクリーンであり、個人と経済の

生産性を高めることができる多くの最終用途で使用できるので、最も高価値のエネルギー

媒体である。電気の利用可能性が増えると、発展途上国の生活水準に強い影響を与える。」

その結果、発展途上国は国民の幸福を改善する努力をするので、すなわちより高いHDIに

向かうので、その一人当たりの電力消費は上昇すると予測できる。したがって、ほとんど

の発展途上国では電力供給の増加を切実に必要としている。それにもかかわらず、この傾

向は経済的制約のためにゆっくり進むと予想され、EIAシナリオでは2020年に世界人口

の80%がまだ一人当たり4,000kWh未満を使用しているとしている。

3.4 原子力発電の将来の役割
上で議論したシナリオでは、世界の需要増加にこたえるには、一次エネルギーと電気の

両方の供給を2050年に向けて増加する必要があることを示している。また複数のシナ

リオは、世界の政府の政策が変わられないならば、予想される発電量の増加の大部分を石

炭とガスの追加利用で賄う事になると指摘している。
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IEA WEO参照シナリオでは、世界の発電における原子力のシェアが、現在の16%か

ら2030年までに10%まで下がってしまうと想定している。ETPの基本線シナリオでは、

原子力は2050年に総電力のわずかに6.7%を供給する。しかし、WEOとETPの両方と

もに、採用する方針と戦略に依存するものの、将来の電力供給に原子力がより大きい役割

を果たす代替シナリオを提示している。

電力供給で原子力の将来の役割に影響する多くの要因がある。それらの要因は、以下に

簡潔に記述するが、詳しい分析は本書の次の章(第4章)でなされている。

二酸化炭素排出抑制

危険レベルの気候変動を避けるために、二酸化炭素(CO2)と他の地球温暖化ガスの放出

をかなり減少させる必要性について、広い科学的コンセンサスがある、そして、現在、最

も高い政治レベルでこれが広く受け入れられている。また発電は、現在、人類起源の二酸

化炭素排出の27%を占めているが、最も大きくかつ速い増加率でその二酸化炭素排出に

寄与していると認められている。地球温暖化ガス放出の必要な減少を達成することは、エ

ネルギーと電力の両分野の巨大な挑戦であり、すべての利用可能なオプションの活用が必

要である。第4章は、ライフサイクル中にわずかな炭素しか放出しない原子力が、確立し

成熟したエネルギー源であり、炭素放出を減らすという潜在的役割がますます認められて

きていることを示す。

エネルギー供給のセキュリティ

化石燃料の世界の需要は増え続け、国内資源に乏しい多くの国はますますエネルギー供

給のセキュリティに懸念するようになった。1つの恐れは、極めて高い化石燃料価格が、

その経済を弱めることにある。さらに、石油と天然ガス資源が比較的少数の国に集中して

いるので、供給国がますます輸入国に政治的影響力を振るうかもしれないという戦略上の

懸念がある。その懸念を軽減する明らかな方法は、エネルギー源の多様性を拡大すること

であり、また原子力はすでに確立されたわずかな選択肢の1つである。第5章ではこれを

さらに検討する。

原子力と他のエネルギー源の相対的な経済性

原子力が魅力的であるためには、他の発電形式に対しコスト競争力が必要である。これ

は第6章で検討するが、多くの場合、平準化コスト基準では原子力は経済的に競争力があ

る。原子力発電の競争力は、将来のより高い化石燃料価格や、炭素排出コスト市場での承

認によって、向上するかもしれない。原子力の原価構造はより高い資本コストと低い燃料

コストの点で、化石燃料プラントと著しく異なっている。これは発電コストの安定性を高

めるが、原子力プロジェクトへの資金調達という課題をもたらす。

原子力施設の安全

原子力発電所と他の施設は、安全運転と公衆の保護を確実にするように、厳格な規制と

許認可要件に従わなければならない。これはしばしば、既存プラントの安全レベル向上を
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もたらし、また新しいプラントでの安全設計改良となった。その結果、安全レベルは着実

に向上し、またこの傾向は続くと考えられる。統計データによると、原子力はエネルギー

部門の中で苛酷事故率が最も低いことを示している。原子力安全と規制については、第7

章に記す。

放射性廃棄物の管理

原子力発電所と燃料サイクル施設の運転や、その施設の廃止措置で発生するすべての放

射性廃棄物を管理する解決策は存在している。数カ国で深地層処分施設での高レベル廃棄

物の処分計画を進めており、これは国際的な専門家が技術的に実行可能であって環境面で

安全であると考えている対策である。 放射性廃棄物管理と処分の現状と見通しについて

は、第8章に示されている。

核不拡散

多くの国際協定と制度が、核物質と技術が平和目的にだけ利用されることを確実にする

目的で存在する。これらは第9章で説明され、また原子力の今後の利用拡大によって突き

つけられる挑戦に国際社会がどう応じているのかを見る。

政治的および公衆の受容

安全性と放射性廃棄物、核拡散の問題についての懸念のために、政治的および公衆によ

る原子力の受容が不足していて、多くの国で原子力の役割を増大する際の重要な障害とな

っている。第12章で将来の受容に影響を及ぼす要素について議論する。利害関係者の関

与と透明性を促す法的枠組みは、政治的および公衆の受容を増やすための重要なメカニズ

ムであると考えられる。

3.5 NEAの2050年への原子力発電容量のシナリオ
この｢原子力エネルギー・アウトルック｣の中で、NEAは前述のエネルギーと電力の需

要シナリオに基づいて、原子力シナリオを作り、将来可能となるであろう原子力発電容量

と総電力供給に対するその寄与を明らかにしている。以下で説明する3つのシナリオはそ

れぞれ、より広いエネルギーと環境の政策枠組みの中での原子力の政策展望についての1

連の仮定を反映している。最初のシナリオは原子力からの撤退に相当し、一方残りの2つ

は低いあるいは高いレベルの今後の原子力開発を反映している。これらのシナリオは、原

子力の将来に影響する様々な要素の展開とそれらから予想される結果を考慮に入れてい

る。世界のエネルギーと経済の様相が急速に変化している現状を認めると、化石燃料の価

格と入手可能性ついての懸念の増加と新たな原子力オプションへの関心もあり、2008

年早々に作成したこの｢原子力エネルギー・アウトルック｣で提示したシナリオでは、原子

力の将来の役割が、特に高いケースにおいては保守的であるかもしない。

シナリオを準備する際に、NEAは二つの期間、2030年までと2030年から2050年

までを考えた。将来の原子力発電容量レベルについての3つの幅広のアプローチは、原子
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力発電を利用する国の政策に反映されるわけであるが、3つのシナリオを作成するときの

背景として役立てられた。

・既存の原子力発電所を寿命時点で廃止するが、安全かつ経済的であれば寿命延長と出力

増強も考慮に入れる。

・プラントの運転寿命が来て停止すると、新しい原子力発電所に置き換える。

・追加の原子力発電所を建設し、エネルギー供給における原子力の寄与を増加する。

撤退シナリオ

このシナリオは、気候変動を緩和しエネルギーセキュリティに貢献する原子力の潜在的

利点にもかかわらず、すべてあるいはほとんどの国が原子力の利用を拒絶すると仮定する。

これはここ数10年間にわたって原子力発電容量が徐々に減少することとなる。原子力発

電所の建設がない場合には、2050年までに総発電量に対しいかなる実際的な原子力に

よる寄与もなくなる。撤退の速度は、どの程度現在運転中プラントの運用期間が伸ばされ

るかに依存する。

図3.10は、撤退シナリオの下で世界中で設置されている原子力発電容量の進展を示し

ている。下の線が、当初の設計の寿命、上側の線が寿命延長を仮定している。延命の長さ

に関する仮定は、原子炉デザインで異なるが、最大で60年の総寿命を仮定している。寿

命延長が世界中で採用されるなら、撤退シナリオでは、2007年と2030年の間に毎年

平均およそ1.3基の原子炉が、2030年と2050年の間に毎年およそ14基の原子炉が止

まる。

前述のエネルギーと電力の需要シナリオによると、撤退シナリオでは、総供給への再生

可能エネルギーの貢献とエネルギー効率改善に関する最も楽観的な仮定をしても、化石燃

料への高い依存につながる。このようなシナリオは、エネルギー供給のセキュリティと世

界の気候変動に対する政策立案者達の懸念から見て、非常にありそうもないようである。
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低シナリオ

基本的にはこのシナリオは、いくつかの政府が現在宣言している原子力発電容量を拡大

するとの意図が完全には実現せず、またいくつかの国においてエネルギーミックスにおけ

る原子力維持の利点が認識されているにもかかわらず原子力発電容量の拡大が非常に限定

的なままであると仮定する。建設率の多少の増加が2020年までに始まり、廃炉を補い、

中には穏やかな追加成長となる場合もある。

シナリオは、2030年と2050年の間に以下を仮定している。

・石炭火力発電所での炭素回収・貯留(CCS)はうまくいくと判明する

・再生可能資源からのエネルギーは期待値の上限にある

・新しい原子力発電所の建設の経験は不十分である

・原子力発電の公衆と政治的な受容は低い

それに従い、2030年までは引退していくものを取り替えるためだけに、新しい原子

力発電所が建設される。寿命延長と出力増強に加えて、交換するプラントは平均で100

万kWの容量と思われ、多くの引退するプラントがそれより小さいので、いくらかの設備

容量の微増が起こる。

2007年から2030年までに廃止措置される原子炉の置き換えは1年あたり平均1.3基

の原子炉の建設に相当する。2030年と2050年の間には、平均毎年およそ23基の原子

炉が建設され、それは引退するプラント(14ユニット)を取り替え、新たに原子力容量(9

ユニット)を増加する。

高シナリオ

2030年までは、高シナリオは、原子力に関する現在の各国の計画と政府の声明及び、

そのプログラムやプランに対応する新しい容量追加へのNEAによる査定に基づいている。

第2章で説明している原子力発電容量について各国が公表している値(2007年中頃)を調

整したバージョンである。

高シナリオは、2030年と2050年の間に以下を仮定してる。

・炭素回収・貯留(CCS)はそれほどうまくいかないと判明する

・再生可能資源からのエネルギーは期待値の下限にある

・新しい原子力発電所の建設の経験は当初から十分にある

・気候変動と供給の安全保障についての公衆と政治的な懸念は、増加し続けている

・炭素取り引きの仕組みは広く導入され、回避放出の価値の確立に成功している

・原子力発電への公衆と政治的な受容が増加している

その結果、2007年と2030年の間に初めは遅く、時がたつにつれて平均的に毎年12

基の新しい原子炉が建設されることになる。これらは停止したプラントを取り替え、また
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総発電量への原子力の貢献を増加させる。2030年と2050年の間に、建設率は当初は

ゆっくりと、しかし毎年平均54基の原子炉に達するまで加速する。

現在では、少数の原子力発電所が世界中で建設されていて、1980年代の半ばのピー

ク以来世界の原子力建設能力は著しく下がっている。高シナリオは、発注の増加に対応し

て原子力建設能力の着実な強化を必要とする。新しい原子力発電所への蘇った関心に対応

してこれが最近すでに始まっているという証拠がある。それにもかかわらず、このシナリ

オに対応する需要に応えるべく必要な産業基盤を築き上げるには、大変な努力が必要とな

る。この問題はさらに詳細に11章で検討する。

NEAの予測の結果

高低シナリオに対応する2050年までの原子力発電能力のNEA予測1を図3.11に示す。

全体の傾向を見るために、図には原子力発電容量の1960年から2007年までの発展も

示している。2050年までに、原子力設備容量は2007年の3億7,200万kWと比べて、

5億8,000～14億kWの範囲になると予測している。言い換えれば、2050年までに、

NEAの高シナリオはちょうど10億kW以上の、低シナリオはちょうど2億kW以上の原子

力容量の増加を予測している。
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1 2006年12月31日までの情報に基づき本予測を実施したが、その後多くの国で予想
される電力需要の伸びに対応するため原子力への期待が大きくなっている。このため、
NEAのシナリオによる予測（2030年までに低シナリオで4％から5％へ、高シナリ
オで5%から14%へ）は、保守的だと思われる。しかし、原子力への期待を表明し
ているいくつかの国は、原子力発電や規制の経験が乏しいため、予測を変更する正当
な理由にはならない。
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図3.11　NEAの高および低シナリオにおける世界の原子力発電設備容量



この予測では、IEA ETP基本線シナリオに基づくと2050年までの総エネルギー供給

に占める原子力シェアは、現在の6%と比べて、5%から12.5%の間となる。電力供給

における原子力のシェアは、現在の16%と比べて、NEAの低シナリオの9%と高シナリ

オの22%の範囲にある。

NEAシナリオは、地域別に構成されている。(補遺2に使用される地域の定義を示す。)

図3.12に提示された結果は、2004年から2050年の間に地域ごとに設置された原子力

発電容量の変化を示している。

高シナリオでは、最も大きい増加がOECD諸国で起こっていて、すべての地域で強い

原子力発電容量の成長を示している。低シナリオでは、OECD欧州の原子力発電容量は

減少する。中国とインドは、両方のシナリオで高い増加を示していて、また低シナリオで

はすべての地域の中で最も大きい容量追加となっている。

図3.13と3.14は、それぞれ高低のシナリオによる地域ごとの総原子力発電容量予測

を示している。高シナリオでは、期間を通して最も大きい容量は3つのOECD地域にある。

しかし、OECD緒国の総容量は2006年から2050年の間に約3倍になるが、中国とイン

ドの容量はそれぞれ16倍と25倍に増加する。低シナリオでは、容量はOECD北アメリ

カとOECDヨーロッパで2050まで大きくは変化しない。OECD太平洋では、原子力発

電容量が2050年までにおよそ50%増加すると予測され、高シナリオと同様に最大の成

長率は中国とインドに起こると予測される、(それぞれ9と12倍)。
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他の評価との比較

2030年と2050年の原子力設備容量の予測は他のいくつかの機関が作成しており、

それらの原子力発電量の公表データからも推量できる。この中に、前述のIEA(WEOと

ETP)、IAEA、およびEIAが用意したエネルギーシナリオの中の原子力による発電の部分

と世界原子力協会(World Nuclear Association)が原子力発電容量に関して作成したシ

ナリオ(WNA、2005)がある。図3.15と3.16は、NEAの高低シナリオの結果とこれら

の予測の範囲を比べている。
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図から、2030年のNEA予測は他の機関のそれと大体一致していることが分かる。

NEAの高シナリオ予測は、IAEAの高い見積りとWEOの「代替政策を超えたシナリオ」

の両方よりわずかに小さく、WNA高値よりはるかに小さい。2050年のNEAの高シナリ

オは、IPCCの最も高い予測の原子力容量よりわずかに大きく、ETPの「代替シナリオ」

予測のおよそ2倍である。11章では、原子炉建設速度への影響を記述するとともにNEA

の高シナリオでさえも十分に産業能力の範囲内にあることを示す。

上に提示されたすべての予測は2007年か2008年前半に完成しており、ここ最近の

進展、特に多くの国で原子力オプションに関する追加の関心があることを反映していない

ことに注目するべきである。その上、NEAシナリオを含む総ての予測は原子力エネルギ

ーを全部発電だけに利用していると仮定しているが、水素生産や脱塩や地域暖房などの大

切な他用途が潜在的にある(第13章を参照のこと)。他への応用が将来より重要になるな

ら、したがって総エネルギー供給への原子力の貢献はかなり大きくなり得るだろう。
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パート II 原子力発電の潜在的便益





第4章　エネルギー利用と
発電による環境影響



キーポイント
・熱中性子炉と高速炉によって構成された原子炉群と使用済燃料再処理の組合せによっ

て、燃料が元来持っているエネルギー量の全てを引き出すことができる。(軽水炉の使

用済燃料には、約95％のウランと潜在的エネルギーの半分以上が残っている。)

・国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate

Change)は、2007年最新の重要な報告書を出版した。その報告書の主張は、高い確

率(90%)で、気候変動は起きており、その主原因は化石燃料の燃焼による人為的な

CO2放出である。全球平均気温は、産業時代の開始以来、約1℃上昇し、気候・環境・

社会への影響は既に目に見えるものである。排出削減のために厳しい努力をしなければ、

今世紀中頃までには、温度はさらに3℃あるいはそれ以上増加し、破局的な結果が起き

る可能性があろうというものであった。

・IPCC分析が示唆していることは、影響を受容できる水準までに収めるためには、大気

中のCO2濃度を2050年までには450ppmに抑えねばならない。これによって、世界

の平均気温を産業革命以前の水準と比べて2℃前後増加させることになる。そのために、

2050年までには、年間排出量を、13Gt CO2程度に削減することが求められる。こ

の値は、厳しい改善行動を取らなければ2050年までには起きるであろうと予測され

ている典型値60Gt/年、あるいは2005年の年間排出量27Gtと比較すべきである。

・IPCCデータはまた、発電プラントからの排出量が最大(27%)であり、CO2放出に対し

て、最も急速に寄与を増大していることを示している。

・原子力は、実質的にCO2排出なしの発電源である。原子力と再生可能エネルギーは、

あらゆる化石燃料チェーンと比べて無視できる程度のCO2排出しかない。

・最大の汚染源かつ炭素含有量の高いベースロード電源である石炭火力を原子力発電で置

き換えるという仮定の下、第3章で述べたNEA高シナリオでは、2050年には年間ほ

ぼ12Gtを節約することになるが、これは13Gt/年の目標排出量と同等である。

・IPCC他による分析によると、大気中CO2濃度を450ppm以下に抑制することは極め

て挑戦的である。排出量を削減するための考え得るすべての手段が一斉に必要になりそ

うである。この研究で検討された唯一のシナリオ(IEA WEO 2007, 450ppm安定化

ケース)は、目標に合う因子の組合せを提案した。これには、エネルギー生産と使用で

の極端に大きな効率の向上、再生可能資源の大規模拡大、また、相当の量の炭素を捕捉

し保管すること、そしてNEA高シナリオで予想されたものよりもさらに大きな原子力

の拡大が要求される。実際、採用される技術(効率改善には反しているが)の中でも、原

子力は排出量を最も削減するのに役立つ。原子力はまた、要求される規模において実証

された実績のある唯一の炭素削減技術である。

・化石燃料使用による粒子およびガス状排出物は、非常に有害な健康影響を持つことが知

られている。発電チェーンのライフサイクル分析が示すことによれば、原子力は(放射

性排出を含めて)、排出に関連する健康影響を避けるための最も有効な発電技術の一つ

第4章　エネルギー利用と発電による環境影響

114



である。

・外部コストの概念は、価格の中に示されていない活動の影響を説明するために開発され

て来た。電力生産チェーンについて全ライフサイクルの中の外部性を明確にしようとす

る評価に基づくと、直接コストに外部コストを加えることにより、全ライフサイクルの

観点から、原子力は最も安価な技術であることがわかる。

・京都議定書は、CO2放出を制約しようとする最初の国際的な条約を規定した。しかし、

それは、原子力をクリーン開発メカニズムまたは共同実施枠組みのもとで受け入れられ

る技術としては認識されなかった。さらに、その適用期間は非常に短いために、発電プ

ラントに対する投資家の意志決定に対して重要な影響を与えなかった。後続の条約のた

めの合意プロセスが始まっている。仮に、発電プラントが、最も汚染する部門であって、

また他のいかなる部門よりも速く排出量が増大するとすれば、どのような新条約であっ

ても、クリーンなエネルギー解決策を採用する国を勇気づけるためのより良いメカニズ

ムを見いだすことが必要であろう。

4.1 はじめに
基本的な人間の幸福は、家の暖房と調理のエネルギーが手に入れられるかどうかに依存

している。これに加えて、社会が産業化すると、製造、輸送および集約農業は大量のエネ

ルギー供給に依存することになった。産業の成長は、また、人口の増大に伴って起きるが、

これは主に、寿命の延びと、産業社会のより多くの人口への供給能力が強化されることに

よるものである。ただし、産業化された国の人口は、幼児死亡率の減少に応じて、出生率

が落ち、安定化する傾向がある。それにもかかわらず、人口増加と産業化は合わせてエネ

ルギー需要における劇的な増加の要因となった。

科学的理解の向上および汚染を監視し制御する手段が開発された結果、大部分の

OECD諸国において、特に過去30年程度における空気と水の質は大きく改善した。その

例としては、化石燃料の燃焼を含む産業プロセスからの主な大気汚染物質に対する制御や、

海および水路への廃液排出の減少である。多くの場合、このことにより、国内ばかりでな

く国際的基準を設定することになった。

重要な例は、1970年代、塩素化フルオロカーボン(消火器の中で、またいろいろな産

業プロセスのために、広く冷媒ガスとして使用されている)が、成層圏のオゾン層の減少

を引き起こしているとの現状が理解されたことであった。この認識が国際的な行動となり、

1989年に発効したモントリオール議定書によってこれらの化学物質の製造を不法とし

た。その結果、オゾン層は、正常に戻るまでには数十年を要するが、徐々に回復しつつあ

る。前国連事務総長のコフィ・アナンによると、モントリオール議定書は、「おそらく、

最新の唯一の最も成功した国際協定であろう」と表現されている。

汚染に関連する2つの大きな未解決の問題は、大気中への温室効果ガス排出に起因する
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と一般的に考えられている地球温暖化と、微粒子排出による死亡率の増加である。この双

方において、原子力は問題解決に向けて大きく寄与できる可能性がある。

4.2 温室効果ガス排出

4.2.1 地球温暖化の原因と結果

気候変動に関する政府間パネル(IPCC, 2008)からの報告書の結論によると、気候変動

は現実であり、また主な原因は人間起因の温室効果ガスである。主な温室効果ガスである

二酸化炭素の大きな源は、エネルギー生産のための化石燃料(石炭、石油および天然ガス)

の燃焼である。

図4.1に示すように、世界的に化石燃料燃焼によるCO2排出は、1980年以来ほぼ指数

関数的に増加し、1970年以来ほぼ2倍になっている。発展途上国、特に中国とインドの

急速な工業化は、向こう25年間にわたる同様な増加を引き起こすものと予期されている

(CDIAC, 2008)。

図4.2は、1850年から2007年までの全球平均気温の記録を示している。これが示す

ように、1998年および2002年から2006年までは157年間での最も暖かかった6年

であったことを示している。

「温室効果」という名前で呼ばれるようになったのは、ある大気ガスが、温室のガラス

に類似した方法で作用すると考えられているからである。温室効果ガス(可視光線では透

明だが、赤外線では強い吸収体)は、太陽からのエネルギーの大部分を含むより短い波長

を地球に到達することは許すが、(より長い波長の)赤外線をとして再放出するエネルギー

量を減少させる。主な温室効果ガスは二酸化炭素であるが、メタン(CH4)、二酸化窒素

(NO2)およびフルオロカーボンのような他のガスも寄与する。

図4.3は、1900年以来の気候変動に向けての多様な因子の寄与を示している。ほぼ
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出典：CDIAC (2008).
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1960年から、温室効果ガスが支配的になっていることを見ることができる。その効果

は、過去30年にわたり劇的に増加し、また、現在の傾向が続くならば、今後30年間に

わたり増加し続けるものと予測されている。この図はまた、地球温度変化に対するモデル

による効果を実際の観測と比較しており、良い一致を示している。

気候モデルは明白であり、また必然的に複雑であるが、気候変動とその原因に関係して

いる科学者間では、確信は増大しつつある。IPCCの結論では、「気候システムの温暖化

は、次の観測から今や明らかであるように、疑う余地が無い。その観測とは、全球平均の

大気と海洋の温度の上昇、広範囲の雪と氷の融解、および上昇しつつある全球平均の海面

レベル…。20世紀半ば以来観測された全球平均温度の上昇は、大部分が人為的な温室効
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果ガス濃度の観測された上昇によることが、(90%以上の確率で)極めてありそうである。」

(IPCC, 2008)

地球温暖化は、環境に対して深刻な影響を持ち、継続した温暖化はこれらの影響を増大

させるものと予測できる。IPCCによれば、これまでに観測された傾向の中に含まれるも

のとしては：

・平均表面温度が増大している。過去12年のうち11年が、1850年以来最も暖かい順

位にある。

・降水量と重大な降水事象の数が増大している。

・地球の氷の量が減少している。19世紀末以来、山岳氷河の後退が広がっている。氷河

およびグリーンランド氷床からの質量損失割合が増大している。

・1978年以来、北極海の氷の広がりの年間平均量が減少しており、また夏の最小の北

極海氷範囲が減少しつつある。

・全球平均海面レベルが、1961年以来1.8mm/年の平均割合で、また1993年以来

3.1mm/年で上昇しつつあるが、熱膨張、融解する氷河、万年雪および極氷冠の寄与

によるものである。

IPCCは、4タイプ(A1, A2, B1, B2)のシナリオの範囲で、来世紀にわたり予測される

温度上昇をモデル化した。4つのシナリオのそれぞれが、異なるレベルでのGHG排出に

なるような、異なる人口統計、社会、経済、技術および環境展開を表している。このモデ

リングの結果は図4.4にまとめられている。最大の温暖化結果をもたらすシナリオ(A1F、

A1BおよびA2)は、緩和対策の効果が最も少ないもの、すなわち既存の傾向が継続する
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図4.4　予測された地表面温暖化の範囲
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ことを表している。シナリオB1とB2とは、経済成長と人口増加がより低く、またより

クリーンかつ資源効率的な技術がある。A1Tは、A1の変形であって、非化石燃料資源に

焦点を合わせているが、同様の経済成長・人口増加を仮定している。IPCCモデル化によ

れば、全球平均気温の増加は、2℃から4℃の範囲内にありそうであって、約3℃が最も

確度が高く、1.5℃以下になる可能性は極めて少ないようだ。

IPCCは、作業グループ II の報告書の中で、気候変動の影響に関する詳細な結果を発表

した(IPCC, 2007a)。その結論は以下の通りである：

・地球温暖化により、多くの自然の物理および生物系が影響を受けている。地上と海洋双

方の生物系は、観測された最近の温暖化により、現在強く影響を受けているという確実

な証拠が存在する。

・極端な天気、気候および海面事象の頻度と大きさが増える可能性は極めて高い。

・とくに、21世紀を過ぎてから、極めて巨大な影響を引き起こす可能性のある大規模な

気候事象がいくつかある。

・多くの影響は、緩和対策により、回避したり、小さくしたりまたは遅らせたりすること

ができる。適応と緩和の技術選択のメニューを用意すれば、気候変動によるリスクを軽

減することができる。

極地の氷床の融解は、海面を数メートルは上昇させるであろう。これによって、海岸線

の大きな変化と低地域の浸水が引き起こされるだろう。最大の影響は、河川のデルタと標

高の低い島に起きるであろう。これらの変化は千年の時間スケールにわたって起きるもの

と予測されているけれども、海面のもっと急速な上昇が、百年の時間スケールで起きるこ

とを除外することはできない。

気候変動は、不可逆的な影響に至る可能性がある。もしも、地球温暖化の増加が平均で

(1980年～1999年に比べて)1.5から2.5℃を超えるならば、ほぼ20％から30％の種

が、これまでのところ消滅のリスクが増大した状況になりそうである。もしも、全球平均

気温上昇が、約3.5℃を超えるならば、モデルの予測は、地球全体でかなりの種が消滅す

ることを示している。2億5千万年前のペルム紀(二畳紀)末においては、温度は6℃高く、

95％までの種が消滅したことは留意しておくべきことである。ただし、温度上昇以外の

他の原因が重要な役割を演じた可能性もある。

4.2.2 温室効果ガスの原因

2005年には、CO2の空気中濃度(379ppm)とCH4濃度(1,774ppb)は、過去65万年

にわたる自然の範囲をはるかに超えた。CO2濃度の地球的増加は、主として化石燃料の

燃焼によるものであり、土地利用の変化は重大ではあるが、より小さな寄与となっている。

CH4濃度の観測された増加は、主として、農業とメタンの燃料利用の劇的増大によるも

のである。N2O(これもまた重大な温室効果ガスである)濃度の増加は、主に農業による。

これらの排出をいくらか軽減しない場合、すなわち、2030年とそれ以降に、世界の

エネルギー・ミックスの主役の地位を化石燃料が維持するものと仮定すれば、
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IPCC(2007a)と他のシナリオは、2000年と2030年の間で、25％から90％(CO2等

価量)の地球GHG排出量の増加を予測している。現在またはそれ以上の割合でGHG排出

を続けるなら、さらに温暖化は進み、21世紀の間に地球の気候システムに多くの変動を

引き起こすものと予測されている。その変動は、20世紀中に観測されたものよりもはる

かに大きなものである。

今後の20年間に、10年当たりに約0.2℃の温暖化が、IPCC排出シナリオ(IPCC,

2000)の範囲内で予測されている。仮に、すべての温室効果ガスとエアロゾルの濃度が

2000年レベルに維持されたとしても、10年間につき約0.1℃のさらなる温暖化が予測

される。その後、温度予測は特定の排出シナリオにますます依存する。

図4.5で示されているように、GHGの主要な源は化石燃料からのCO2である。1970

年と2004年の間で、年間排出量は約80％増加した。

図4.6は、過去30年間にわたる地球規模のCO2排出の起源を示している。明らかに、

CO2排出の最大発生源は発電であり、全人類起源のほぼ27％を寄与しているが、第2位

の排出源の最大寄与の2倍である。

それはまた、1970年以来のCO2排出量の最も急激な立ち上がりにもまた原因がある。

発電は、明らかに主要問題であり、第3章で検討したエネルギー予測によると、それが将

来の一次エネルギー使用の大きな部分であり続けるであろう。

CO2排出を減らすため、原子力発電はしばしば化石燃料を部分的に置き換える潜在的

な手段として見なされてきた。もしも、原子力が他の分野のエネルギー需要に応じて供給
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を開始するならば、原子力はさらにもっと本質的な寄与ができるかもしれない(第13章参

照)。

4.2.3 発電からのCO2排出と原子力発電の影響

多様な化石燃料の中でも、石油あるいはガスのいずれと比較しても、石炭は単位エネル

ギー生産量当たり二酸化炭素をかなり多く発生させており、世界のCO2排出量の40％に

なる。しかし、石炭は全一次エネルギー供給(TEPS: total primary energy supply)の

シェアは25％でしかない。これに比べて、同じエネルギー発生量に対して、ガスは、石

炭のほぼ半分のCO2を発生させるにすぎない。原子力発電は、水力発電や他の再生可能

エネルギー源と同様に、事実上、直接CO2を一切発生しない。ライフサイクル・ベース

では、極めて微量のCO2が間接的に生産されるが、それは、ウラン採鉱、建設および輸

送のような工程において使用される化石燃料源からのものである。

図4.7と表4.1とは、異なる発電チェーンの全ライフサイクルについてのGHG排出量を

比較して示している。それぞれのケースで使用された推定と仮定の範囲を示している。そ

れらは、kWh当たりのCO2等価量をキログラム単位で表している。褐炭は最大のGHG排

出量だが、無煙炭はわずかに小さい。化石燃料システムの中でも、天然ガスチェーンは最

小のGHG排出量となっている。

原子力と再生可能エネルギー供給チェーンからのGHG排出量は、化石燃料チェーンか

らの排出量の1～2桁以下である。再生可能資源の中では、水力と風力とは太陽電池(PV)

と木材コージェネレーションよりも優れたパーフォーマンスを持っている。原子力は、再

生可能資源の最良のものと並んでおり、中でも、水力のみがより低いライフサイクル排出
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図4.7　代表的なエネルギー供給チェーンの温室効果ガス排出量
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表 4.1　エネルギー源による平均 CO2排出量
(kg CO2/kWh)

エネルギー供給チェーン 平均CO2排出量

褐炭

無煙炭

石油

天然ガス（複合サイクル）

太陽光発電

風力（沖合）

風力（陸上）

原子力

水力

1.2

1.07 

0.9 

0.4

0.060

0.014

0.011

0.008

0.005



量となっている。

原子力発電の利用によって、人類は現在、石炭からの電力に比べた場合には、年間当た

り2.2から2.6Gt CO2の排出を回避している。あるいは、発電のための世界の平均燃料

ミックスを代替するとした場合には年間当たり1.5Gt CO2の排出を回避する。原子力発

電がなければ、OECDの国々は現在よりも発電プラントから約3分の1余計に排出するで

あろう。以下で検討するように、原子力発電は多様なIEAシナリオにおいて(IEA,

2006b)、バランスの取れたポートフォリオを形成する上で重要な要素である。

図4.8は、1971から2004年の期間における世界中の原子力発電プラントからの毎年

の発電量を示しているが、合わせて、ベースロード発電技術としての石炭火力に原子力が

置き替わると仮定して回避できた等価なCO2排出量の計算値も示している。石炭火力は、

置き換えられる可能性が最も高そうである。

この期間にわたり発電に使用された化石燃料からのCO2排出量の累積値は、218Gtで

あり、原子力発電による累積削減量は58Gt CO2等価量であった。したがって、原子力

発電は、この期間の最初の部分では開発初期段階にあるにもかかわらず、もしも原子力が

なければ放出されたであろう発電からの排出量の約21％を削減した。事実、もしも新設

プラントの建設割合が1980年代半ばに下落しなかったならば(第1章を参照)、削減量は

ずっと大きかったであろう。

4.2.4 京都議定書と可能なシナリオ

京都議定書は、気候変動に関する国連枠組み条約(UNFCCC：United Nations

Framework Convention on Climate Change)を実施するために、1997年に起草さ

れたが、UNFCCそのものは1992年に採択されている。条約の目的は、「・・・気候シ

ステム対する危険な人為的干渉とならないようなレベルに大気中の温室効果ガス濃度の安
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定化」を達成することである。京都議定書は、6つの温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、

亜酸化窒素、6フッ化硫黄、ハイドロフルオロカーボンおよびパーフルオロカーボン)の

全体的な排出低下を求めている。議定書は、2005年2月に発効したが、その約束期間は

2012年に終わる。

2008年5月までには、182の国などが議定書を批准した。36の工業国とEU(付属書

１国として知られている)は、一旦批准したので、議定書の中で各国に対して指定された

レベル以下にまで温室効果ガス排出を削減する義務がある。米国はまだ批准していない。

さらに146ヵ国が議定書を批准しているが、排出量のモニタリングと報告以上の義務は

ない。このことは、これらの国が経済発展の進みが低くかつGHG排出が少なめであるこ

とを反映している。しかしながら、非付属書1国のいくつかの排出が、議定書が起草され

て以来急激に成長しており、このことは、将来何らかの議定書の中で取り扱う必要がある

だろう。

京都目標

議定書を批准した付属書１国は、6つの温室効果ガスの世界全体での排出を削減すべく

法的に拘束されている。その程度は、2008～2012年の間に1990年レベルに対し集

合平均で5.2%の削減である。議定書が無い場合の2010年までに予測される排出レベル

に比べて、この制限は29%削減を意味している。京都議定書は二酸化炭素排出の約

63%を出している参加国からの支持を受けるであろうことを、最終的に批准された協定

は意味している。議定書は、温室効果ガスを削減する、最初の世界規模の法的拘束力を持

つ協定である。

もし、いかなる参加国といえども、その提案した2012年目標を外すことがあれば、

その国は、次の期間において、最初の約束期間の約束削減量にさらに30%を追加しなけ

ればならない。各国は、その目標を達成するために、独自の手法を開発した。参加国は、

いわゆるカーボン「シンク」活動により、大気から除かれた温室効果ガス量分を増加して

相殺してもかまわない。適格なシンク活動とは、植林、森林再生、山林伐採管理、耕地管

理、草地管理、および再緑化(revegetation)である。適格なシンク活動により大気から

除去された温室効果ガスは、除去単位(removal units)として知られているクレジット

(控除)を生み出す。

柔軟性メカニズム

京都議定書はまた、「柔軟性メカニズム(flexible mechanisms)」を含んでいる。これ

は付属書1国が、GHG排出削減をどこか他から購入することによって、自分の目標を達

成することを可能にしている。これらは、以下のようなものである：

・クリーン開発メカニズム(CDM: Clean Development Mechanism)のもとでの、非

付属書1国との金銭取引。付属書1国は、非付属書1国における排出を削減するプロジ

ェクトを実施し、その認証排出削減量(CERs: certified emission reductions)を使

用し彼ら自身の目標を達成してもよい。このCDMはまた、非付属書1国が、持続可能な
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発展を達成して、UNFCCの究極目標に寄与するように援助することを目的としている。

・共同実施(Joint Implementation)枠組みのもとで付属書1国は他の付属書1国で、排

出を削減する(例えば、エネルギー効率の仕組み)か、またはシンク(例えば、森林再生)

による除去を増大するプロジェクトを実施し、結果としての排出削減・除去単位を、自

分の目標に組み入れられる。

・過剰な許容量を持つ他の付属書1国。付属書1国は、割当量単位(assigned amount

units)として知られる、その割当量に基づく排出量の一部を、排出目標達成を比較的困

難と見ている別の付属書1国に対して移転してもよい。また、CDM、共同実施、また

はシンク活動により獲得したCERs、排出削減・除去単位は同様に移転できる。

「共同実施」(joint implementation)という用語は、このメカニズムが定義されている

議定書の第6項には現れないけれども、これは、便利な省略語として、しばしば用いられ

ている。実際上、共同実施プロジェクトは、移行経済国において実施されそうである。そ

こでは、低コストで排出を削減できる領域がより多い傾向にある。

CDM執行理事会が認定し認証された排出削減量のみが、この方法で売買することが可

能である。京都議定書はCDM執行理事会を設置し、CERsを授与する前に、非付属書1

国でのプロジェクトを評価し承認している。

したがって、非付属書1国には、GHG排出制約はないが、温室効果ガス排出削減プロ

ジェクト(a Greenhouse Gas Project)が、これらの国々で実施されると、そのプロジ

ェクトは付属書1国購買者に売り渡すことが可能なカーボン・クレジットを受け取ること

になる。カーボン・クレジットは、わかりやすい価格の取引可能な道具であるので、投資

家は、全面的に取引目的のためにそれらを買い始めている。

京都議定書は、いくつかの付属書1国が、共同して1集団を形成し、全体としての排出

上限枠を持ち、順守のために一つの統一体として取り扱われることを可能にしている。

EUは、そのようなグループとして取り扱われることを決定し、EU排出取引枠組み(EU

Emissions Trading Scheme)を作った。これには、各国個別の事情を考慮するために、

メンバー内での排出削減を再配分することが合意されている。

順守に関する進展

合意された目標に合わせる際全体としての多様な経験がこれまであった。EUの目標は、

2008～2012年の間に、1990年レベルよりも8%少なくなるよう排出を削減すること

を要求している。既存のプログラムと政策と、国際的なクレジットの取引を組み合わせて、

EUはその目標以上に進んでいて、2010年までには9.3%の排出削減が予測されている。

英国は、温室効果ガス削減の京都議定書目標を12.5%超過した。最近、英国政府は、

2010年までに20%のCO2排出を削減するという自己設定目標に届かないであろうこ

と、その代わりに15%から18%の目標に達すると表明した。フランスとドイツとは、

それぞれの目標を達成する範囲内にあり、かつそうなるものと予測されている。

オーストリア、デンマーク、アイルランド、イタリア、ポルトガルおよびスペインを
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含めたEU国の中には、かなりの排出増加を経験し、しかもその割当削減目標を満たすこ

とはありそうもない国がある。しかし、これらの国々は、国際クレジットの購入の資金を

計上している。さらに、その不足分は、自国の目標以下に排出を削減した他のEU諸国に

よって相殺されるものと予測されている。

日本は、1990年レベルよりも6%以下にGHG排出を削減するという目標を持ってい

る。現在、排出は1990年レベルよりも13%超過しているため、日本が京都議定書目標

に達するのは困難であるが、しかし依然として達成することを明言している。日本は、国

際的な炭素取引市場に大きく依存するものと予測されている。

原子力とクリーン開発メカニズム

CDMは、「・・・付属書1国に含まれていない国々を援助して、持続可能な発展を達成

させ、かつ条約の究極目標に寄与させ、また付属書1国に含まれている国を援助してその

定量化された排出限度と削減義務の順守を達成させる・・・」ことを目指している。

CO2削減において、原子力は明らかに大きな役割を演じることができるけれども、新規

の原子力プロジェクトは、クリーン開発メカニズムのもとでは受け入れられていない。

2000年におけるUNFCCに対する気候変動枠組み条約第6回締約国会議(COP-6)で

は、原子力発電プラントから生み出される認証された排出削減を目標達成に使うことに対

して、強い反対があった。限られた燃料資源、安全性、放射性廃棄物処分および核兵器の

拡散に関わる問題が、原子力の持続可能性に対する疑問を提起した。また、CDMは、再

生可能エネルギーやエネルギー効率に関わる小規模のプロジェクトに限るべきであるとい

う見方もあった。原子力発電プラント、炭素回収・貯留、および大型水力のような大規模

プロジェクトは、持続的発展の付託事項の中にあるとは見なされなかった。しかし、原子

力発電は、非付属書1国とのクレジットの取り引きは許可されていないが、付属書1国は、

その国内の供給の中で、京都議定書目標を達成するために原子力発電を利用することがで

きる。

現在のところ、目標と柔軟性メカニズムとは、2008～2012の京都議定書約束期間

のみに言及している。京都議定書の発効により、ほぼ炭素なしの技術を選択する妥当性が

強化される一方で、原子力がGHG排出削減に対して重大な寄与をするより大きな可能性

は、京都約束期間後に存在するだろう。この長期的な取組みにおいて、持続的発展におけ

る原子力の可能な役割に関する議論がもっと重要になるであろう(NEA, 2002)。

バリ会議と「京都2」

現在の京都議定書の約束期間は、2012年に終了する。気候変動を緩和するためのさ

らなるアクションに関する政府間の議論は、2007年12月、バリでのUNFCCに対する

気候変動枠組み条約第13回締約国会議(COP-13)の場で、熱心に行われた。京都議定書

の排出目標に置き換わる新たなセットを承認するための2年間の工程を開始する「ロード

マップ」に関して、会議で合意がなされた。バリ会議でのEUによる提案は、2020年ま

でに工業化した国々は、25%から40%の排出削減をすべきであるというものであるが、
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カナダ、日本および米国を含むブロックにより反対された。重要な論点は、工業化した国

のみにより負担される排出削減の限度である。米国は、そのGHG排出削減の努力が中国

とインドとにより全て打ち消されることを心配している。

発展途上国は、彼らの人口当たりの排出量は工業化した国の値よりもはるかに低く、ま

た彼らは既に先進国に課せられると同じ制約を受けることなく工業発展を継続する権利が

あることを、指摘している。例えば、中国は既に、2007年に最大のGHG排出国として、

米国を追い越したにもかかわらず、その人口当たり排出量は依然として、米国よりもはる

かに低い。最終的な文章は、特定の排出目標を述べていないが、しかし「会議の究極目標

を達成するためには、また気候変動を取り扱う緊急性を強調するためには、世界的な排出

を大きく削減することが要求されるであろう」ということを認めている。

IPCCの勧告では、地球温暖化を、産業革命以前のレベルよりも2℃高で安定化させる

ためには、途中の中間目標として、新しい協定は、2050年までのGHG排出量の50%削

減を目標にしなければならない。このことは、もしも発展途上国経済が、経済成長のため

の範囲を認められるならば、先進国は2050年までには70%から80%の削減を目標に

しなければならない、ということをおそらく間違いなく意味する。しかし、このことは、

発展途上国もまた、その経済発展に伴う排出を極小化する必要性を無視すべきだとは言っ

ていない。

京都議定書に替わるものに関する議論は、2009年にコペンハーゲンでの会議で行わ

れる予定であるが、先進国と発展途上国の双方が、クリーンなエネルギー解決策を採用す

ることを促すためのより良いメカニズムを見いだす必要がある。例えば、京都議定書メカ

ニズムは、新しい発電プラントの選択に影響するには、短すぎる期間であった。社会基盤

プロジェクトに資金を供給する炭素取引を認める新しいメカニズムが必要である。

バリ会議は、富裕な国や会社が、発展途上国に森林保護の代金を支払い、「カーボン・

クレジット」を獲得することを認める枠組みに同意した。森林の保護は、気候変動を阻止

するための最も安い唯一の方法であると、広く見なされている。

そのようなメカニズムが、化石燃料に対する炭素税の賦課よりも、カーボン・クレジッ

トの取引きによる排出上限枠をどの位含むべきかについては、多くの議論を要する問題と

して残されている。同様に、現行のクリーン開発メカニズムや共同実施方式のように、い

かなる方式が将来考えられるとしても、引き続き原子力発電が除外された技術とされるべ

きかどうかを検討する必要があるだろう。原子力は、巨大なエネルギー資源であり、ほと

んどCO2を出さず、実証済みで経済的な発電手段である。

4.3 将来のエネルギー供給と利用のシナリオ
いろいろな組織が、CO2排出を抑制する技術の異なる組合せに基づいて、抑制方法を

予測するシナリオを考案している。多くのそのようなシナリオを、以下に検討している。

すべての解析が、与えられた課題の要求内容がいかに厳しいかを正に示しており、多数の

127



CO2削減手法からの一連の寄与が求められる。

4.3.1 IPCCシナリオ

2000年に出版された最初のIPCC排出シナリオに関する特別レポート(SRES:

Special Report on Emissions Scenarios)は、40の異なる予測を分析した。IPCCが

検討したこれらの予測の中で、わずか少数がGHG排出を現行レベル以下に削減すること

を示した。図4.9は、2100年における最大から最小までの結果の広がりを示している。

より広い範囲のIPCCによるさらなる分析は、表4.2に整理したが、いくつかの恐ろしい

結論が導かれる。地球温度を産業革命以前のレベルよりも2℃高いところ(これは、潜在

的に破局的な結果となるリスクを回避するために受入れられる唯一の結果として、広く見

なされている)で安定させるためには、少なくとも2050年までには、2000年レベルよ

りも50%以下(すなわち、年間13Gt CO2よりも少なく)に排出を削減するというエネル

ギー戦略を要求するものである。

CO2排出、人口成長、GDP成長、エネルギー強度(GDP当たりのエネルギー)およびエ

ネルギーの炭素強度(単位エネルギー当たりのCO2)の間の関係から示唆されることは、全

CO2排出量を2050年までに現状レベルの50%までに削減するためには、エネルギーの

平均炭素強度を75%削減すべきことが要求される(囲み記事参照)。この展望(アウトルッ

ク)は、人口と富の現状での成長予測に基づいており、かなりの効率改善も想定している。

この問題の大きさは、2007年6月にドイツのハイリゲンダム(Heiligendamm)でのサ

ミット会合において、G8、およびブラジル、中国、インド、メキシコ、そして南アフリ

カのリーダーらによって認識された。サミットは、以下を含む共同声明を発行した：
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図4.9　4種類のSRESシナリオに対する地球規模の
標準化したエネルギー関連および産業の炭素排出
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我々は気候変動に取組み、かつ持続可能な発展を地球規模で達成するという、重大な問

題に直面している。気候変動に関する国際連合枠組条約に対する、また、我々の共通だが

異なる責任とそれぞれの能力に見合った緩和と適応とによる目的に対する我々の関与を再

確認する。この原理に基づき、また最近のIPCC報告書に代表される科学知識を考慮して、

気候システムに対する危険な人為的干渉を防止するレベルに温室効果ガス濃度を安定化さ

せるための公正な負担をするために関与し続ける。そのために必要とされるものは、柔軟

で、公正かつ有効な世界の枠組であり、協調した国際的行動である。我々は、経済的な動

機の決定的な役割を強調するが、とくに気候に優しい技術を大規模実施するために必要な

投資のためには炭素市場を強調する。気候変動に対する適応は、すべての国、とくに発展

途上国にとっては、大きなチャレンジであろうし、また適応の手段は、技術協力と融資の

強化とともに、将来の取り決めに含める必要がある。(G8 サミット, 2007)
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a) 平衡時の地球平均気温は、地球システムの慣性のために、2100年地球平均気温の予測値とは異なっている。
b) 単純な関係 Teq = T2xCO2 xℓn ([CO2]/278) /ℓn(2) および ΔQ = 5.35 xℓn ([CO2]/278) を使用している。フィード

バック(例えば、氷層とカーボンサイクルを含む)の非線形性によって、より大きな温暖化レベルに対しては、
より大きな不確定性が生じることはもちろん、実効的な気候感度に時間依存性が生じる可能性がある。最良
推定気候感度(3℃)は、最もありそうな値を参照している。すなわち、気候感度の作業グループI(WGI)評価と
矛盾しないで、かつ第4次評価報告書の作業グループI(WGI AR4)の囲み記事10.2図2の追加された検討から導
かれた気候感度の確率分布関数のモードである。

c) 範囲は、ポスト第3次評価報告書(TAR)シナリオ分布の15から85百分位(パーセンタイル)に対応している。
CO2排出が示されているので、マルチガスシナリオが、CO2のみのシナリオと比較できる。分類は慎重に使
用する必要がある。各分類は、上限から下限境界にわたる一連の研究を含んでいる。研究の分類は、報告さ
れた目標(したがって、モデル化の不確定性を含んでいる)に基づいて行われた。さらに、異なる安定化指標
を関係づけるために用いられた関係にもまた、不確定性がある。

出典: IPCC (2008).

表 4.2　異なる安定化目標による最近のIPCCシナリオの分類

分類
追加放射
強制力
(W/m2) 

CO2濃度
(ppm) 

CO2等価
濃度
(ppm) 

産業革命前
からの地球
平均温度上

　昇（平衡時、
「最良推定」
気候感度を
使用） a, b  

CO2排出
ピーク年c

2050年の
世界CO2
排出

(2000年排
出量の%)c

評価シナリ
オの数 

I 2.5-3.0 350-400 445-490 2.0-2.4 2000-2015 6

II 3.0-3.5 400-440 490-535 2.4-2.8 2000-2020 18

III 3.5-4.0 440-485 535-590 2.8-3.2 2010-2030 21

IV 4.0-5.0 485-570 590-710 3.2-4.0 2020-2060 118

V 5.0-6.0 570-660 710-855 4.0-4.9 2050-2080 9

VI 6.0-7.5 660-790 855-1,130 4.9-6.1 2060-2090 5

合計 177

-85 ～ -50

-60 ～ -30

-30 ～ -5

+10 ～ +60

+25 ～ +85

+90 ～ +140
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茅恒等式

茅恒等式は、エネルギーに関連する世界のCO2排出量のレベルを、4つの指標の積

として表現している：

人口

人口当たりの国内総生産

エネルギー強度

炭素強度(全一次エネルギー供給単位あたりの炭素排出量) 

IPCC報告書(2007b)が主張していることは、1970年と2004年の間の地球平

均の年間CO2排出の増加率1.9%は、次の年間の成長率の結果である：

・人口 1.6% 

・人口当たりのGDP 1.8%

・エネルギー強度 -1.2% 

・炭素強度 -0.2% 

2050年までにCO2排出を50%削減という目標を仮定して、茅恒等式は、何が

気候変動を安定化させる可能性があるかを明示するための直接的な手法を提供して

いる。世界の人口が、2050年までにほぼ1.5倍増加するだろうということを国連

は予測している。これが意味することは、目標に達するためには、他の3つの指標

の積を、3分の一に削減しなければならないことである。

人口当たりのGDPが毎年1.8%の増加をし続けるならば、2050年までには

GDPは2.3倍増加する。その結果として、目標に到達するためには、残り2つの積

はほぼ7分の1に削減しなければならない。

もし、エネルギー強度が毎年1.2%減少し続けるならば、2050年までには、エ

ネルギー強度は1.7分の1に減少するだろう。

もし、上記の予測が正しいならば、2050年までのCO2排出を50%削減するこ

とを達成するためには、世界のエネルギーシステムの炭素強度は、4分の1に減ら

さなければならない。

________ __________ __________ _____CO 44
12

P2 =
GDP
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E
GDP

C
E

× × × ×
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4.3.2 IEAシナリオ

IEAもまた、エネルギー技術展望2006(Energy Technology Perspectives

2006)(以後、ETPと略称する。)(IEA, 2006b)についての報告書の中で、また世界エネ

ルギー展望2007(World Energy Outlook 2007)(以後、WEO 2007と略称す

る。)(IEA, 2007)の中で、2050年までのCO2排出量を削減するための戦略を作成して

いる。ETP調査は、既に存在するか、または開発途中の技術の活用・展開を前提に、(特

定技術の活用拡大を仮定した)加速化技術(ACT: Accelerated Technology)シナリオの

種類と範囲を設定している。これらは、図4.10および表4.3に示したように、比較的楽

観的なマップシナリオ(Map Scenario)から、低効率シナリオ(Low Efficiency

Scenario)まで広がっている。これらのACTシナリオのいずれも、2050年までに現状

のレベルにさえCO2排出量を削減することはできない。6番目のシナリオであるTECH

Plusにおいてのみ、2050年までに現状レベル以下(-17%)になると予測されている。こ

のシナリオは、輸送部門における先進バイオ燃料と水素電池はもちろんのこと、再生可能

エネルギーと原子力発電技術に関しても進歩の速度について、過激な仮定をしている。

表4.3は、これらのシナリオにおいて予測された排出削減に対して、異なる有効な技術

がいかにして寄与するかを示している。最大の寄与は、40%に近いが、最終利用効率か

ら来るものと想定している。炭素回収・貯留技術(CCS: Carbon capture and stor-

age)は、これから全体として実証すべき技術ではあるが、12%弱で2番目に大きい寄与

であると、想定している。建造物と産業における燃料ミックスに対する変化、原子力の拡

大利用、および発電における水力ではない再生可能技術が、接近して続いている。潜在的

な削減効果は無視できないように思われるが、しかしそれらの合計は、依然として、平均

気温2℃前後の気温上昇での安定化を達成するためにIPCC予測が(最小量として)要求し
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図4.10　IEAシナリオにおける世界のCO2排出量
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ている50%削減よりもはるかに少ない。

2℃の目標を達成するためには、ETP TECH プラス・シナリオよりもさらにもっと過

激なものが要求される。IEA WEO 2007調査は、とくに、中国とインドの急速な経済発

展によって引き起こされる更なる課題と、それが世界のエネルギー戦略に与える影響に焦

点を合わせている一方で、地球のCO2排出を抑制する極端なシナリオの考察も行ってい

る。その調査の推定によれば、産業革命以前のレベル(すなわち、GHG濃度が、445-

490ppm CO2等価の範囲にある)より2℃高いレベルでの安定を達成するためには、エ

ネルギー関連のCO2排出は、2030年には、23Gt前後にまで削減しなければならない。

この調査はまた、この目的を達成するための一つの可能な道筋を記述している。これは、

450ppm安定化ケースと呼ばれている。このシナリオは、世界のエネルギー関連のCO2

排出量のピークが2012年に30Gt前後になり、それからまた2030年には23Gtに下が

ると予測している。これは、参照シナリオと比較して19Gtの削減であり、また代替政策

シナリオ(図4.11参照)よりも11Gt低い。図4.11の色づけした棒は、いろいろの有効な

技術の、450ppm安定化ケースと代替政策シナリオとの間の相違に対する寄与を示して

いる。しかし、もっと完全な理解のためにはまた、参照シナリオおよび代替政策シナリオ

におけるこれらの寄与を検討する必要がある。

第4章　エネルギー利用と発電による環境影響

132

表 4.3　寄与する技術因子によるETPシナリオにおける
CO2排出削減量(Mt CO2)

Map 低原子力
低再生可
能エネル
ギー

CCSなし 低効率 TECH
プラス

発電における化石燃料ミックス

化石燃料発電効率

原子力

水力

バイオマス発電 

他の再生可能発電

発電でのCCS 

燃料転換でのCCS

産業でのCCS

建設と産業でのCCS

輸送時のバイオ燃料利用増加

輸送時の水素および燃料電池 

最終利用効率 

合計削減量

2050年の全CO2排出

2003年に対するCO2排出量

1,623 1,445 1,623 1,675 1,804 1,974

251 280 328 821 364 263

1,922 593 2,133 2,928 1,968 2,677

513 506 97 582 382 464

537 557 97 725 567 577

1,966 2,060 1,397 3,192 1,927 2,676

3,983 4,450 4,471 0 4,787 4,370

1,043 1,043 1,043 0 1,123 1,727

1,460 1,460 1,460 0 1,480 1,460

2,484 2,324 2,327 1,560 2,562 2,746

1,794 1,794 1,794 1,805 1,611 2,306

0 0 0 0 0 1,523

14,478 14,612 14,589 15,036 8,223 14,658

32,054 31,124 31,359 28,324 26,798 37,421

25,969 26,897 26,738 29,698 31,214 20,602

+4.6% +8.3% +7.7% +19.6% +25.7% -17.0%
出典：IEA (2006b)から採用したデータに基づく



表4.4は、IEA WEO 2007シナリオにおける全一次エネルギー需要に対する非化石燃

料源の寄与の分析を示している。これから分かるように、参照シナリオと代替政策シナリ

オとの最大の相違は原子力発電にある。これは、450ppm安定化ケースではさらにもっ

と明らかであり、再生可能資源が既に極めて強力に推進されていることを反映している。

参照および代替政策シナリオでは、IEAは、炭素回収・貯留技術からは一切の寄与無しと

仮定したことに注意すべきである。その理由は、それが実証された技術ではないからであ

る。図4.11から分かるように、IEAは450ppm安定化ケースにおけるCCSからの有意な

寄与を仮定しているが、これは、原子力と再生可能エネルギーからの寄与に匹敵する。そ

れにもかかわらず、450ppm安定化ケースにおいて、2030年までにCCSからの想定さ

れる寄与を達成することが、実行可能であるか否かに関しては、大きな疑いがあるに違い

ない。同様に、達成可能な最終利用効率の改善に関する仮定は、極めて楽観的であると見

なされるかもしれない。もし、CCSあるいは最終利用効率が要求された目標を達成でき

ないならば、原子力を含めた他の技術が、ギャップを埋めるためにより大きな寄与をする

必要があるだろう。

このような規模の再生可能エネルギーと大規模発電でのCCSの両方を活用・展開する

ことは、技術的には実証されておらず、また高価になると思われるので、もしも必要なら

ば、高原子力シナリオによる排出削減への寄与がどの程度期待されるのかを問うのは適切

である。
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4.3.3 NEAシナリオ

第3章で述べたように、NEAは、2050年までの独自の原子力シナリオを作成した。

NEA低シナリオの仮定は、CCSと再生可能技術はうまくいき、それに引き替え新原子力

技術に関する経験は期待を裏切るものであって、しかも原子力に対する公衆の反対が続い

ている場合であり。

NEA高シナリオの仮定は、CCSと再生可能エネルギー技術が失望させるものであり、

一方で、新原子力技術に関する経験は見通しが明るく、しかも公衆は高い程度で原子力を

受容する場合である。

図4.12は、NEAシナリオにおいて追加される原子力発電容量の配置の結果として削減

される年間CO2量を示している。これは、以前からの石炭火力の設備容量を、原子力で

置き換えることを仮定している。電力設備容量の将来の成長は、現状政策の下では、石炭

火力が支配的であろうということ、および原子力と石炭火力とは主にベースロード発電技

術であることをIEA予測が示しているので、このことは、合理的な仮定のように見える。
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表4.4　IEA WEO 2007シナリオに対する
非化石燃料の寄与分析

2005年
(Mtoe)

2030年
(Mtoe)

%
追加分

参照シナリオ
からの
増加分
(Mtoe)

代替政策
シナリオ
からの
増加分
(Mtoe)

2030年の
% TPES

参照

代替政策

450ppm安定化

721 854 18 4.8

721 1 080 50 226 6.8

721 1 709 137 855 629 12.2

参照

代替政策

450ppm安定化

251 416 66 2.3

251 465 85 49 103 2.9

251 568 126 152 103 4.0

参照

代替政策

450ppm安定化

1,149 1,615 41 9.3

1,149 1,738 51 123 11.0

1,149 1,966 71 351 228 14.0

参照

代替政策

450ppm安定化

61 308 405 1.7

61 444 628 136 2.8

61 471 672 163 27 3.4

原子力発電

水力

バイオマスおよび廃棄物発電

他の再生可能エネルギー



もしも、原子力が石炭ばかりでなく一連の発電技術(ガス、風力、等々)を代替するものと

仮定すれば、CO2排出量削減はこれよりも低いであろう。これは高シナリオにおいては、

排出量の原子力関連の削減は2050年までには11.6Gt/年に立ち上がることから見てと

れる。

NEAの高および低シナリオの間の差(6.9Gt/年の排出量削減)は、原子力技術の合理的

に確約しうる活用・配置による寄与の増加分を表しており、またその差はIEA TECHプラ

ス・シナリオと比較することが出来る。IEA TECHプラス・シナリオでは2050年までに

回避されたCO2排出として1.9Gt/年という追加的な原子力の寄与がある。明らかに、そ

のような高い原子力の構成は、IPCCの2℃安定化レベルに対する主要な寄与となろう。

2℃安定化レベルは、2015年における約30Gt/年のピークから、2050年までには

13Gt/年前後までに排出量を削減することを要求する(参照シナリオは、典型的には、

2050年までには60Gt/年程度の排出量となる)。

NEA高シナリオは、2030年までの期間に、IEA 450ppm安定化ケースのようには、

原子力の高い成長率を提案してはいない。NEA高シナリオは、達成できる成長率に関し

ては「注意深く楽観的」であると見なしても良いかもしれない。しかしながら、第11章

で示されるように、原子炉建設速度(の増大)に対応する潜在的能力は、このシナリオで要

求されるレベルあるいはそれ以上の施設配備を可能とするはずである。原子力技術の非常

に強力な展開・配備の場合には、NEA高シナリオよりもさらに多くの削減が達成されよ

うが、しかし、現在のところ、これはありそうもない。
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4.4 他のタイプの大気排出
GHG排出が、地球温暖化と気候変動を介して、世界全体への潜在的な影響となるのに

対して、粒子状物質、二酸化硫黄および酸化窒素は、地域的なあるいは局所的な影響を持

つ。

4.4.1 粒子状物質排出

「粒子排出」(particulate emissions)あるいは、「粒子状物質」(PM: particulate

matter)という言葉は、大気中のエアロゾル粒子(すなわち、固体ないし液体の空気中に

浮遊する懸濁)を指している。これらは、風食、風塵や波しぶきのような自然発生源に起

因するものもあるが、しかし化石燃料やバイオマスの燃焼中に放出されるものに対して大

部分の関心が向けられている。OECD諸国においては、発電所、工業プロセスおよびデ

ィーゼル・エンジン車が、PM排出の主要発生源である。PM排出に対する最初の規制は、

英国で、都市部での開放暖炉での石炭使用禁止として、1950年代に始まった。この法

律は、濃い冬期スモッグを大幅に減らした。このスモッグは、ロンドンおよび他の英国主

要都市で悪名高く、呼吸器疾患に伴う何千という早死にを引き起こしていた。1990年

代のダブリン、アイルランドでは、瀝青炭の家庭内での燃焼禁止を導入したことで、黒煙

の平均濃度を70%減らした。呼吸器疾患による死は15%減り、心臓血管病による死は

10%減った(Clancy et al., 2002)。
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出典：Donesら(2004)に基づく
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粒子のサイズと化学組成は、健康影響の性質を大きく決定する。約10ミクロンよりも

大きな粒子は、直ちに沈積する傾向があり、また大部分が鼻および呼吸器上部道で濾過さ

れて、健康影響はほとんどない。

発生源が広範囲にわたる10ミクロンよりも小さな粒子(PM10)は、肺の疾患のような

健康障害を起こす重大な大気汚染物質である。発電所からの直接のPM10排出は、汚染

除去手段に依存するが、化石燃料チェーンで支配的である。UCTE(欧州送電協調連盟)平

均で約0.5g/kWhの褐炭チェーンは、最悪である(図4.13参照)。無煙炭と石油のUCTE

平均値は、0.25g/kWhのオーダーである。それぞれの国の平均値は、これらの3つの燃

料に対してかなり異なっており、最良と最悪との間は25倍の差違さえもあり得る。

天然ガスは、原子力と再生可能エネルギーと似たレベルに位置づけられる。石炭火力発

電を、ガス、再生可能エネルギーまたは原子力発電のいずれかで置き換えると、温室効果

ガス排出を削減するばかりでなく、粒子関連の健康被害を著しく低減することは明かであ

る。

米国では、環境保護庁が、都市空気中のPM10濃度を24時間平均で150μg/m3以下

とする基準を制定している。それにもかかわらず、石炭火力プラントからの空気汚染は、

米国で毎年約3万人の早死にを引き起こしているものと信じられている。Delfinoら

(2005)によれば、一方では、PM10およびPM2.5(2.5ミクロン未満の微細粒子)の戸外

周辺空気の汚染と、他方では心臓血管病での入院と死があり、数多くの疫学的調査から、

両者の関連性が示されているとされている。

粒子状物質と心臓血管病罹患率と死亡率との間を関係づける原因要素は、解明されてい

ない。粒子状物質にさらされることはまた、小児ぜんそくの高い発生率の原因になるもの

と信じられている(同上)。

4.4.2 SO2排出

GHG排出データと同じ研究から引用して、SO2排出結果の説明を図4.14に示してい

る。化石燃料からのSO2排出のうち、発電プラントからの直接の排出が支配的であり、

燃料の硫黄分と採用した排出制御技術とに依存している。褐炭と重油は、UCTE平均約

7g SO2/kWhであるが、最も高いSO2排出量である。国毎の平均はかなり異なっており、

最悪値と最良値との間には、ほぼ30倍の開きがある。無煙炭のUCTE平均値は約

3g/kWhである。最低の排出量の国の数値から、石炭および石油発電プラントでも、比

較的低いSO2排出が可能であることが分かる。

UCTE平均約0.2g/kWhの天然ガス・チェーンは、化石燃料システムの中でも、SO2

排出は最も低い。コンバインドサイクル・プラントはほんのわずかしか有利ではない。

原子力と再生可能エネルギーチェーン(図4.14では、殆ど見えない程である)は、褐炭、

無煙炭および石油のUCTE平均排出量よりも、1ないし2桁以下である。再生可能資源で

も、水力と風力とは、PVや木質熱電併給よりも優れている。
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4.4.3 NOx排出

図4.15には、NOx排出についての結果を示している。これは、GHG排出と同じ研究

からの引用である。UCTE平均値は約2.8g/kWhであり、国毎平均の差は大きい。

4.4.4 発電からの空気汚染物の排出による健康影響

排出による健康影響は、汚染制御、人口密度、等を含む局所的な状況によって、大きく

変わる。図4.16が示しているものは、一例であるが、現在のドイツでの通常運転時のエ

ネルギー供給チェーンにおける主要な汚染物質の排出に起因する死亡率である

(Hirschberg ほか, 2004)。ドイツは、先進国の一つで排出による健康を損なう影響が

最も少ない国の一つを代表している。この研究には、放射性排出物の影響が含まれている。

原子力、風力および水力の通常運転時には、死亡に至ることはほとんどない。天然ガス

と太陽PVチェーンはわずかに高いが同程度である。天然ガス以外の化石燃料システムは、

他のオプションに比べて、はるかに高い影響を示す。すべてのチェーンについて、事故に

よる死亡は、通常運転時の影響に比して、実質的に無視できる。

粒子排出を含む空気汚染による余命損失年数(Years of life lost)と追加の病気(病的状

態)のコストについて、異なる国と地域で、多様な研究が行われてきた。例えば、空気汚

染による健康コストについてのOECD報告(OECD, 2007)の結論によれば、空気汚染は、

心臓血管の病気、呼吸器系のがんと病気によって、OECD諸国における健康障害と死亡
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注意：このデータは、UCTE国の平均排出量に対するものである。
出典：Donesら(2004)に基づく
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図4.14　代表的なエネルギー供給チェーンのSO2排出量
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の重大な要因となっている可能性がある。病的状態(morbidity)に関しては、特に子供の

間で、ぜんそくとアレルギーの流行が、1995年以来ほとんどのOECD諸国において着

実に増加してきている。世界レベルでの最近の分析によれば、戸外空気汚染の結果として、

毎年当たり、およそ80万人の早死に(すなわち、世界全体の死亡の1.2%)と640万の余
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注意：このデータは、UCTE国の平均排出量に対するものである。
出典：Donesら(2004)に基づく
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図4.15　代表的なエネルギー供給チェーンのNOx排出量

褐炭

無煙炭

天然ガス

天然ガス複合サイクル

石油

ディーゼル

熱
電
併
給

ガス
木材

原子力

水力

風力（陸上）

風力（沖合）

太陽光発電

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
GWh当たりの余命損失年数

図4.16　2002年の通常運転時のドイツのエネルギー供給チェーンからの
主要な汚染物質の排出に起因する死亡
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命損失年数(すなわち、全余命損失年数の0.5%)という推定をしている(Cohen ほか、

2005)。

4.5 原子力発電の放射線影響
原子力エネルギー生産には、他の産業や発電設備と同様の問題、例えば、土地利用、廃

熱排出および潜在的な化学(または他の)汚染物質のような問題を広く引き起こすようなイ

ンフラを必要としている。すでに議論したように、原子力発電は、大部分のこれらの問題

領域において、十分他との比較に耐えうる。しかし、特別な関心を持たれるものは、核燃

料サイクルの中で濃縮され、生産される放射能である。これらの影響は、以下のように整

理することが出来る：

・核燃料生産と原子力発電プラントの運転による環境影響は通常運転条件下では低い。

・ウランの採鉱と精錬は、放射能放出(radioactive releases)のレベルが他の多くの採

鉱よりも本質的により高いけれども、あらゆる物質の採鉱に特有の環境影響がある。放

射能の予測された影響は小さく、またその大部分は最新施設の操業ではなくむしろ過去

の操業によるものである。

・放射性廃棄物処分のみが、将来長期にわたり、放射能を微量に放出するに至る可能性が

ありそうである。その場合、人類の歴史でみると意味をなさないような時間規模で最大

の放出が起こるが、いずれにせよ、それは自然放射能の揺らぎに似た放射能の増加しか

もたらさない。

・使用済燃料の再処理は、環境と健康影響で見れば、本質的に「中性」である。もっとも、

再処理はウラン採鉱地域から再処理プラントの近辺への放射性物質の影響を移す結果に

なるけれども。再処理からの重要な恩恵は抽出したウランの利用を最大限にする一方で、

究極的に処分を必要とする廃棄物を極小化することである。

これらの主張の基本はこの後の節で説明しており、それらは、核燃料サイクルの各ステ

ップをカバーしている：

・ウラン採鉱

・ウラン濃縮と燃料加工

・原子力発電プラント運転

・再処理

・放射性廃棄物処分

4.5.1 ウラン採鉱

ウラン採鉱は、現状では、露天掘り(24%前後)、地下坑道(40%前後)および原位置浸

出(ISL)抽出法(25%前後)によって行われている。ウランはまた、他の金属の採鉱の副産

物(約9%)として、および鉱山廃水の処理によっても生産されている(NEA, 2008)。こ
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れらの採鉱工程の結果としての物理、化学および環境影響は、広くは他の物質の採鉱に似

ているが、ISL採鉱は例外で、地表の撹乱が著しく少なく、また廃棄岩石の堆積や尾鉱は

一切無い。世界中で年間あたり4万トン前後のウランの採鉱があり、これに以前に採鉱し

たウラン資源からの約2万5千トンを加えて、世界のエネルギー需要の約6%が原子力発

電で供給されている。これは、56億トンの石炭によるほぼ25%の供給と比較される。

ウラン採鉱からの廃棄物は、(とくに、ウランの大部分が抽出されているから)比較的低

い放射能をもつけれども、ラジウムとラドンとは環境に逃れることができる。このことは、

とくに、今日では決して認可されないような過去の操業慣習について言えることである。

現在の操業慣行では、廃棄物から浸出した汚染物質の閉じこめに焦点を当てており、また

ラドンの半減期が比較的短いために、廃棄物堆積所にささやかなカバーをするだけで、ほ

とんどの放射能が大気中に逃げることを確実に防止できる。カナダでの最近の研究から分

かったことは、昔の操業慣習の最悪のものは、サイトの近辺で人間以外の生物相に有害と

なりうるものであった。しかし、これは残留ウランの化学毒性によるものであり、その放

射能によるものではなかった(Environment Canada, 2006)。事実、多くの採鉱あるい

は抽出工程からの廃棄物は、リン酸塩、銅、チタン、希土類金属、金と銀、また石油とガ

スを含めて、同様の(またはより大きな)放射能を持っている。掘り出されたままの石炭と

石油というものは、今日、絶対量として、原子力発電と同等あるいはそれ以上の放射能放

出をもたらしていることを意味している。

全般的に見れば、ウラン採鉱による影響は単位採鉱量あたり他の採鉱によるものと本質

的に異なるものではない。しかし、UNSCEAR(2000)が示すように、核燃料サイクル

のこの部分は、世界全体の集団線量50人Sv/GW年の中の推定7.5人Sv/GW年1を生じ

ているとしている。ウラン採鉱と精錬では、サイクルの他の部分、とくに発電プラントの

運転と同様の放射線事故災害は明らかにない。

4.5.2 ウラン濃縮と燃料加工

ウラン濃縮は、ほとんどの運転している原子炉とって必要である(注目すべき例外は、

CANDUとMagnox炉である。もっとも、いくつかのCANDU炉および最新型CANDU炉

では、わずかに濃縮したウランが使用されているが。)しかし、濃縮も燃料加工のいずれ

も大きな個人被ばく線量または集団被ばく線量を引き起こすものではない。なぜならば、

環境への放出は極めて低く、ほとんどの放射性娘生成物は、精錬と精製のその前の段階で

除去されているからである。これらの段階の放射線影響は0.003人Sv/GW年

(UNSCEAR, 2000)と、推定されている。
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1 核燃料サイクルの各段階で放出される放射性核種の全影響を評価するために、年間の
単位発電量当たりの集団有効線量(man-Sv/GWyr)により影響は評価されている。



4.5.3 原子力発電プラントの運転

原子力発電プラントは、一般的には最大の注目を引く原子力プロセスの部分である。し

かし、本質的に、通常運転時においては、原子力発電プラントの環境影響は低い。原子力

発電プラントでは、化学的に危険な物質の排出は低く、土地の利用は比較的小さく、放射

能の放出は低く、また、この章の別の箇所で検討したように、二酸化炭素や粒子状物質の

直接放出はないかまたは極めて低い。しかしながら、化石燃料および廃棄物/バイオ燃料

発電プラントを含むほとんどの他の工業規模の発電手段と同様、原子力発電プラントも、

熱エネルギーの放出、すなわちその土地の環境の平均温度より高い温度の水を放出してい

る。

年間に原子力発電プラントから放出される放射性核種の量は比較的少なく、1人の人間

に対する放射線治療の際に投与される放射能の量(activities)と同程度かまたはそれ以下

である。近年の操業では、希ガスとトリチウム(H-3)のみが、ある程度放出されている。

これらの放出は、急速に分散するので、原子力発電プラントの運転による環境中の放射能

の濃度は極めて低く、また個人に対するリスクもまた極めて低くなる。公衆の中で、最も

被爆量の多い集団の線量は、典型的には0.01から0.1mSv/年である。公衆の線量限度

は、1mSv/年であり、それ自体が自然のバックグランド放射線レベルよりも低いが、そ

れと比べても十分低い。

単位発電量当たりの放出放射能の量は、この産業の初期以来、劇的に減少してきた。図

4.17と4.18に示したように、原子力発電量が著しく増加したにもかかわらず、ほとん

どの同位体に関して、全体の合計は変わらないか、または減少傾向である。この操業の実

績は、経験からの学習、より優れた技術、および線量を削減するための目標“ALARA”

(合理的に達成出来る限り低く)の採用に起因している。ALARAは、産業の関連能力の継

続的な改善を促進している。

集団線量は、個人のリスクよりもむしろ集団全体としての影響を測るものであるが(し

たがって、放出全放射能に関連しているが)、図4.19に示すように、これもまた単位発電

量当たりでは減少し、また放出が減少した結果として、絶対的には殆ど一定である。

ALARA原理は、公衆ばかりでなく作業者に対しても適用されており、サイト外に放出さ

れないものがしばしばサイト内の作業者の被爆を増加させ得るので、潜在的に緊張関係が

生じている。それにも関わらず、作業者の線量率との比較が示すように、環境影響の改善

が、実際には作業者に対する線量の削減と一致した。このようにして、最先端の管理と装

置を備えた新しい原子力発電プラントは同じかまたはもっと優れた実績を示すに違いな

い。

まとめると、核燃料サイクルの発電部分であるにもかかわらず、原子力発電プラントの

実際の運転による、健康と環境に対する影響は小さい。発電プラントの大事故が無ければ、

大部分の環境影響は、他の燃料サイクルの段階によるものとなる。
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図4.17　単位発電量当たりの放射能の
放出(TBq)と集団線量(人-Sv)
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図4.18　放出量と発電量の絶対値
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4.5.4 再処理

世界的には、商業再処理プラントは極めて少ない。そのプラントは、歴史的に環境への

大きな放射能放出をしたものがあり、今日も、放射能放出は他のほとんどの原子力のプロ

セスと比べ相対的に大きいため、論争を呼ぶ傾向にある。しかし、再処理からの放出は、

再処理によって回避される(追加的な)ウラン採鉱と、ウラン埋蔵量の持続可能性の改善に

果たす役割によって相殺されるべきである(第5章参照)。

図4.20に示すように、再処理からの放出は減少したが、その主な理由は、原子力発電

プラントと同じ理由(経験からの学習、技術、ALARA)によるものだけではなく、また、

政治的に環境保護に対してより大きい重点を置くように変わったためである。2つの主要

な商業再処理工場のサイトは、北東大西洋海洋環境保護会議(OSPAR会議)により保護さ

れた海洋環境に隣接しており、したがって、拘束力はないものの、汚染物質を海洋環境に

本質的に一切放出しないことを目指す「シントラ(Sintra)宣言」によって制約されている。

図4.21は、英国のセラフィールド再処理プラントからの放出を削減した影響をアイリ

ッシュ海におけるセシウム-137の濃度に関して示している。さらにセシウム-137ほど

には急速に分散しない放射性核種では、放射性核種の濃度が現在の放出よりもむしろ過去

のものに大きく依存していることをこの図は示している。
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図4.19　全集団有効線量と単位発電量当たりの集団線量
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図4.20　核燃料再処理プラントからの放射性核種の放出の推移

出典：UNSCEAR (2000).

規
格
化
し
た
放
出
 (
T
B
q/
G
W
年
)

105

104

103

102

101

100

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

197
0年以前

クリプトン-85

ルテニウム-106
トリチウム

ヨウ素-131

ヨウ素-129

セシウム-137

ストロンチウム-90

炭素-14

197
0-19

74

197
5-19

79

198
0-19

84

198
5-19

89

199
0-19

94

199
5-19

97

TBq

図4.21　セラフィールド(英国)からの放出削減が、アイリッシュ海における
セシウム-137の濃度に与える影響(1980年から1995年まで)

出典：1984年まではBNFL、
1985年以降はDEFRA。

(単位：TBq) 1.0より大
0.1 - 1.0

0.1より小



単位発電量当たりの再処理からの集団線量もまた、1970年代のピークから、ほとん

どのケースで非常に大きく減少している(図4.22参照)。

4.5.5 放射性廃棄物処分

専門家は、サイクルのこの面について、環境影響が極小になるように対処できると確信

している。この立場に関する論議は第8章で詳細に検討されている。

4.6 倫理、汚染者負担原則および外部コスト
将来世代に不当な負担を課すことを避けることは、持続可能な発展における重要な熟慮

事項の一つである。現世代は、それぞれの次の世代はもちろんのこと、以下の全体的な目

標を満たすべく努力すべきである：

・我々の文化と文明が築いた進歩を守る

・公平な制度と、正義をもたらす制度を強化する

・われわれの子孫に対し、科学的、技術的および経済的進歩を残す

世代間の連続性の原理は一連の責任を意味し、現在の世代が、引き続く世代に対して、

資源および合理的な義務を引き渡す。ありとあらゆる世代は、そのような義務をもつと考

えられる。知識、能力および資源は、保存し、開発し、そして次世代へ効果的に譲渡する

必要がある。

今日の活動に起因する汚染に関して、「汚染者負担原則」は、現在広く受け入れられて

いる概念である。この一般的な定義は、「汚染を引き起こす者は、起こした汚染除去とそ
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図4.22　単位発電量当たりの再処理からの集団線量
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の他のコストに対処すべきである」。OECD理事会が採択した勧告のもと、この原則は

1974年に策定された。1989年に、理事会は、危険な施設の管理に対してこの原則の

適用性をあらためて表明した。そして、この原則の意味は以下のように明確にされた：

「汚染者負担原則・・・が意味することは、汚染者は加盟国の公共機関が導入した汚染防

止制御手段を実施する費用を負担しなければならず、それによって環境が許容できる状態

にあることを保証する。」

汚染者負担の原則は、また1992年に環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言(原則

16)の一部として、次のように採用された。：「国の当局は、環境コストの内部化と、経

済的施策の活用を進めるよう努力すべきである。それには、汚染者は原則として、公衆の

利益を正当に尊重し、国際貿易と投資をゆがめることなく、汚染のコストを負担すべきで

あるというアプローチを考慮に入れる。」

これは、外部コストの概念に至る(第6章もまた参照)。すべてのエネルギー生産の源は、

程度の大小はあるが、外部コストを含んでいる。「ある集団の社会的または経済的活動が、

別の集団に影響があり、またその影響が最初の集団によって、十分には説明あるいは補償

されていないときに」は、外部コストが発生する(Rainer ら 2005)。

環境および健康に対するコストを考慮に入れる、すなわち、外部コストを「内部化」す

るいくつかの方法がある。外部コストは損害を与える燃料と技術に対して、発生した外部

コストに従って課税することにより、内部化することができる。例えば、石炭による発電

の外部コストを、もし電気料金に組み込むならば、大部分のEU加盟国においてはkWh当

たり2～6ユーロセントを現在の電気料金に加えなければならないと見られる(Dones ら

2005)。

CO2排出の外部コストは、排出量取引により、内部化することができる。これは、炭

素排出に対して課税することとは異なり、すなわち、汚染者は自己の排出量を削減するた

めに資金を使うか、または誰か他の人に金を支払って、同じ量だけの排出削減をするかの

いずれかを選択する。排出量取引は、単純な税金よりも、柔軟性があり、また経済的に不

利なことが少ないと信じられている。地球規模の観点からは、CO2削減が行われる地理

的場所の重要性は、削減される総量に比べれば、はるかに少ない。排出量取引は、京都議

定書のもとで地球温暖化を緩和するための柔軟性メカニズムに固有のものである。

欧州委員会が後援した「ExternEプロジェクト/政策適用」の枠組で実施された最近の

研究(Dones ら 2005)では、現状および先進的電力システムに対する平均の外部コスト

だけではなく、これらのコストへの個別の汚染物の寄与も評価されている。この結果は、

代表的な技術の全ライフサイクル分析を行うことにより得られているが、影響経路法に基

づく損害因子を考慮している。この研究は、「エコイベント」(www.ecoinvent.ch)とい

うデータベースを利用した。これは、エネルギーシステム、材料と金属、廃棄物処理と処

分、輸送システム、化学および農業製品を含んでおり、スイス・ライフサイクル・インベ

ントリー・センターが開発実施しているものである。欧州の平均位置(EU15)で起きる排

出に関する損害因子に基づいて、外部コストが計算された。図4.23は、検討した色々な
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電力システムの外部コストの概観を示しており、エネルギーチェーンについて発電プラン

トからとその他からのそれぞれの寄与を示している。

全外部コストに対する多様な成分の相対的な寄与が、図4.24に示されている。研究で

検討された電力システムの中でも、再生可能資源と原子力とは、最も低い外部コストを示

しているが、一方で、化石燃料技術の外部コストは、内部化された発電コストと比較して、

かなりの値である。先進化石燃料システムの外部コストは、現状のシステムの外部コスト

に比べて大きく削減されており、地球温暖化の推定コストによって左右される。影響と財

務評価における主要な不確定性に対処するために、感度解析を行うと、大きな不確定性が

あるにもかかわらず、技術の順位は、まったく影響を受けないことが示されている。

原子力発電チェーンにおける外部コストの低さは、いくつかの要因の組合せに起因して

いる。職業的な健康影響は、発電コストの中では、放射線防護基準と規制によって、大部

第4章　エネルギー利用と発電による環境影響

148

0 1 2 3 4 5 6
ユーロセント/kWh

図4.23　現行および先進発電システムの外部コスト

PFBC：加圧流動床燃焼
CC：複合サイクル
注意：これらの外部コストは、発電プラントの運転による排出と
エネルギー供給チェーンの残りによるものである。
出典：Dones ら(2005)

発電プラント
残り熱

電
併
給

風
力

太
陽
光
P
V

水
力

原
子
力

天
然
ガ
ス

石
油

石
炭

希薄燃焼ガスエンジン 1 MWe

ストイキ燃焼ガスエンジン=1,160 kWe
選択触媒脱硝付きディーゼル 200 kWe

風力(沖合) 2MW

風力(陸上) 800kW

将来の一体型太陽電池(南欧)

一体型太陽電池(南欧)
太陽電池パネル(南欧)

水力(アルプスの)

PWR(遠心分離濃縮)

LWR

ガス CC

ガス

石油 CC

石油

無煙炭 PFBC

無煙炭

褐炭



分は取り除かれ、内部化されている。また、OECD諸国においては、廃止措置と廃棄物

対策コストは、すでに規制により内部化されている。高レベル放射性廃棄物の最終処分の

本当のコストには、HLW処分場の実規模の実証により完全に解明され得るが、いくつか

の不確定性がある。これに対して、GHG損害コストのような多くの原子力以外の外部性

を定量化する際の不確定性が、一般的には、はるかに大きい。
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第5章　ウラン資源と
エネルギー供給セキュリティー



キーポイント
・原子力のエネルギーセキュリティーに関する主な長所は、ウラン燃料のエネルギー密度

が高いことであり、さらにウラン資源と加工施設とが地政学的に多様で安定な地域にあ

り、しかも燃料の戦略的貯蔵が容易にできることにある。

・現在までに既知の在来型ウラン資源のみで、2050年までは再処理なしでも、NEAに

よる高ケースにおいて予測される、世界の原子力発電への燃料供給を満たすことができ

る。

・ウラン市場の活況が続けば、未発見の在来型ウラン資源(まだ発見されてはいないが、

地域の地質学的データにより存在すると予測されているもの)は、既知資源となるだろ

うし、原子力発電プラントの設備規模が現行の3倍まで拡大しても、再処理なしで、百

年以上に亘りウラン供給を増すことが可能である。

・資源量数は動的であり、かつ物価と関連している。ウラン資源量は経済性のある資源に

ついての入手可能な情報の「スナップショット」であって、地殻に含まれている採掘可

能なウランの総量ではない。もしも、探査を刺激するような良好な市場条件が続くなら

ば、過去に開発活動が活発であった時期の場合と同様、さらなる発見があると考えられ

る。

・在来型ウラン資源に加えて、今後の開発によりウラン供給量を増大させることが可能な

非在来型ウラン資源もある。リン鉱石に含まれるものだけで、過去のウラン量推定によ

れば、最大値が2,200万トンに達する。ただし、この数値を確認するためには、さら

に探査が必要である。

エネルギー供給のセキュリティーには、経済的、社会的及び政治的な要因がある。それ

は、1970年代初期に、初めて各国政府の主要な関心事項となった。それ以来、引き続

く石油危機、社会政治的紛争、炭化水素価格の不安定性(独占的権力の乱用を含めて)、テ

ロのリスク、自然災害、これら全てが、この問題に関する世界的な関心を増大させた。た

とえば、比較的政治的に不安定な地域から、あるいは信頼できない取引相手から輸入され

る天然ガスへの依存度が増加すると、供給途絶や価格不安定性というリスクは増える。

OECD加盟諸国及びアジアの各発展途上国は、自国の生産が需要に追いつかなくなる

に従い、ますます輸入に依存するようになったし、また将来もそうであろう。さらにこれ

らの増大する輸入は中東からの脆弱な海上輸送路を経由して行われる。また、大きな埋蔵

量を持つ少数の国－特に中東OPEC(石油輸出国機構)加盟国とロシア連邦－に石油生産が

集中しているので、その市場での優越性と値上げの乱用に拍車がかかっている。天然ガス

需要の増加分の供給も輸入によって賄われており、それはテロリスト攻撃にさらされやす

いパイプラインか、あるいはますます遠方の供給者からの液化天然ガスの形で供給されて

いる。イラン、カタール及びロシア連邦の3カ国は、現在世界の既知ガス資源の56%を
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所有している。

石油価格はバレル当たり100ドルを超え、需要増加により急上昇する石油・石炭価格

と連動してガス価格が上昇しているので、化石燃料の代替に新たな関心が示され、その関

心は新技術開発計画へと結びついている。それは、たとえば、再生可能エネルギー、炭素

回収隔離技術(The Carbon Capture and Sequestration Technologies)、及び先進

原子力システムの開発努力であり、そして輸送機関のための水素(場合により原子力発電

プラントから生産される)利用の研究である。

5.1 エネルギー供給セキュリティーへの原子力の寄与
原子力はエネルギー供給を多様化し、長期的なセキュリティーを確保する機会をもたら

す。原子力発電プラントは、大部分の(また、増殖炉の場合には、ほとんど全ての)エネル

ギーを国内で供給する。エネルギーセキュリティーについての原子力の主な利点は、ウラ

ン燃料のエネルギー密度が高いこと－1トンのウランは、軽水炉で利用するならば、再処

理しなくとも、14,000トン～23,000トンの石炭とエネルギー的に等価(NEA and

IAEA, 2008)－であり、しかも、ウラン資源と燃料加工施設は、地政学的に多様かつ安

定な地域に分布しており、燃料の戦略的貯蔵も容易である。さらに、高速中性子炉と閉じ

た燃料サイクルの先進技術によって、ウラン利用の効率が60倍まで増加でき、本質的に

CO2フリーの数千年は持つエネルギー資源(第14章参照)となる。

天然ウラン資源は、世界中に広く分布しており、しかも、天然ウラン資源が分布してい

る多くの国では、地政学的なリスクは低い。またそのコストは、原子力発電プラントの全

発電コストの数パーセントに過ぎず、従って原子力発電プラント所有者と運転者にとって

ウラン価格の不安定さは、化石燃料のようには主要な関心事ではない(第6章参照)。さら

に、数年分の消費に相当する戦略的備蓄の維持は物理的に達成が容易であり、利用者にと

って重大な財政的な重荷になるものではない。

5.2 ウラン資源－レッドブック
1965年に世界中のウラン資源評価結果をまとめるために作業グループが形成された

が、それ以来、NEA(1980年台半ば以降はIAEAとの共同で)は、ウラン需給に関する報

告書をほぼ2年ごとに発行してきている。全ての版が赤い表紙をしているために、これら

は「レッドブック」として知られるようになった。

歴史の経過のなかでレッドブックは、ウラン産業に関する政府提供の信頼できる情報源

とみなされるようになった。現在までに全体で107ヵ国が22巻のレッドブックのデータ

を提供した。このシリーズの最新版「ウラン2007：資源、生産及び需要」が、2008

年6月に出版された。2006年9月には、「40年間にわたるウラン資源、生産及び需要の

概観：レッドブック回顧」という標題の総集編が出版された。レッドブック回顧は、

1965年から2003年までのレッドブックシリーズの情報をまとめており、市場の展開
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を分析し、ウラン市場の歴史に関する結論を引き出している。これらの出版物は総合的な

全体像を著しているので、本章の主要な参考文献として使われている。

5.3 ウラン市場
市場の状況というものが、資源の探索とウラン生産能力開発の主な推進力となっている。

現在のウラン市場における要素のうちの多くは、1970年代における高価格と集中的開

発期間に続く、その後20年の低価格期間(～1983-2003)に形成された。この初期の時

代のウラン生産量は、その後の発電のための必要量を大幅に上回った(図5.1参照)ので、

「二次供給」という大きな在庫が蓄積された。しかし、この問題について考えるとき、冷

戦時代のウラン生産は、平和目的のための要求とは無関係であった、ということに留意す

べきである。この在庫(1945年と1990年との間に採掘されたすべての原料は、軍用原

料とリサイクル可能原料も含めて、民間産業と政府により多様な形で保管された)は、そ

の後の価格を低く抑える重要な要因であった。この在庫を取り崩すことは実効的に生産需

要を削減し、また20年間の低ウラン価格時代をもたらし、入れ替わりに最低コストの採

掘施設以外はすべて閉鎖することとなり、市場の整理統合をもたらし、探鉱と鉱山開発へ

の投資を減らした。1990年代はじめ以降は、年間必要量の半分程度が、これらの二次

資源により満たされていた。

長引いた低現金取引価格時代は2000年後半に終わったが、そのとき、ほぼ18ドル

/kgUの底値に達した。この日以降、価格は上昇を始め、最初2003年まではゆっくりと、

それから急激に上昇し、2005年早期には52ドル/kgUに達し、2007年6月半ばには

351ドル/kgUまで飛躍した。現金取引価格はこの高価格点から、2007年9月後半の

220ドル/kgUを丁度超えたところまで下落したが、2007年12月後半にはわずかに上

昇して234ドル/kgUとなった。高スポット価格というこの新しい体制は、主として市場
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原理(原子力発電プラント建設の見込み増大、在庫量の減少、現存と開発中のウラン採鉱

精錬の当面の困難さ)によって導かれてきたようだが、2007年の価格急上昇の重要因子

は、投機家による買入であったようである。

現金取引市場価格は、ウラン市場のもっとも分かりやすい要素であるが、現金取引市場

において取引されるのは一般的に、その年に取引されるウランの15%以下に過ぎない。

大部分のウランは、長期契約の下で取引されるが、その詳細は一般的には公開されてはい

ない。しかし、国あるいは国際機関(たとえば、オーストラリア、米国及びユーラトム供

給局)のなかには、ウラン価格動向を明らかにするために、長期契約のもとでなされた納

入に関する価格指標を公表しているところもある(図5.2参照)。これらの価格は、現金取

引市場よりもはるかに安定だが、その指標は、2003年までの価格低下とそれ以降の最

近の価格上昇とをおおむね反映している。価格指標は2006年では、ウラン価格がほぼ

46ドル/kgUと56ドル/kgUとの間を変動したことを示している。

5.4 ウラン探査と資源
最近の高価格の様相は、多くの効果をもたらしている。それは特に、ウラン探査と鉱山

開発への投資の指数関数的増加である(図5.3参照)。ウラン探査に積極的に関わる新しい

会社の数が、2003年には一握り程度であったのが、2007年には400以上に劇的に増

大した。

ウランは、地殻に比較的一般的に存在する元素であるから、ウラン探査への投資の再開

は、合理的なコストによる新資源の発見をもたらすものと期待できる。レッドブック回顧

で分析された13の主要資源国からの探査支出に関するデータによると、これらの国にお

ける過去の探査費用は2ドル/kgU以下である。
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2006年における世界のウラン鉱山の探査と開発の支出は総計で7.74億ドルに近く、

市場がかなり大きくなり、2004年支出と比べ250%以上の増加となった。2007年に

おける支出は2006年に比べてわずかに下がったと予想されてはいるが、高止まり(7.18

億ドル)のままである。多くの主要生産国はかなりの支出増加を報告しており、おそらく

オーストラリアがもっとも良い例だろう。オーストラリアでは、国内探査と鉱山開発費用

は2002年では300万ドルをやや超えており、それから2004年にはほぼ1000万ドル

までに増加し、2005年には3100万ドル、2006年には6000万ドルに達したが、

2007年には7000万ドルを超えるものと予想されている。世界的には、探査活動の大

部分は非常にウラン含有量の高い鉱床(例えば、北サスカチェワンの「不整合な地層」の

鉱床)及び主として既知資源に近接した、その場での抽出が可能な砂岩鉱床が存在する可

能性のある地域に集中している。しかし、過去数年間にわたりウラン価格が高いことに刺

激され、過去の経験から鉱床発見の可能性が高いと考えられる地域での探査活動や、これ

までに探査されていない地域での「草の根の」探査活動が増加している。

鉱山における生産量の継続的な減少にもかかわらず、探査活動が増加するに従い、資源

基盤もまた増加した。2007年には、全既知資源(確認済み資源[RAR]及び推定資源[IR])

は、80ドル/kgU未満に分類されるウランが約454万tUに増大し、130ドル/kgU未満

に分類されるウランが約546.9万tUに増大した。すなわち、2005年レベル(NEA and

IAEA, 2008)と比較して、それぞれ17%と15%の増加である。これらの増加原因の一

部は、新しい鉱床の発見によるものであるが、大部分の原因は、カットオフ品位(訳注：

採掘しても利益が出ないと考えられる鉱石の品位)でのウラン価格の上昇を考慮して、以

前の既知資源を再評価した結果の影響によるものである。オーストラリアやナミビアのよ
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うな大生産国を含めて、この分類の資源量推定結果を報告していない国があるにもかかわ

らず、全未発見資源(予測資源[PR]と期待資源[SR])は、2007年1月現在で1050万tU

以上であり、2005年の報告の合計から48.5万tU増加している。

資源量は流動的であり、物価と関連している。レッドブックに示されているウラン資源

量は、2007年1月時点での、経済性のある資源に関する入手可能な情報のスナップショ

ットであって、地殻に含まれる採掘可能なウランの総量ではない。もしも、探査を刺激す

るような良好な市場条件が続くならば、過去に開発活動が活発であった時期の場合と同様

に、さらなる発見が期待できる。たとえばオーストラリアの場合、2007年1月から

2007年8月の間に予測埋蔵量値の増大と実際の新しい発見とにより、80ドル/kgU以下

のRARは20万tU以上も増加し、同じ価格区分にあるIRは7.5万tU増加した。これまで

に得られているこのような有望な結果は、カナダ、カザフスタン、ナミビア及びニジェー

ルを含めたいくつかの国で、今後更なる発見が期待できることを暗示している。

既設の原子力発電設備の全寿命期間に亘る発電を支えるのに十分な資源の存在が既に確

認されている。既知資源は、2006年のウラン必要量が6.65万tUであるので、少なくと

も85年分は十分にある。またもしも、現行のウラン利用率の推定値(予想される必要ウラ

ン購入量に対するウラン消費量の比率)を用いて計算するならば、現在の既知資源基盤は、

約100年間の原子炉への供給に十分である。さらに、全てのこれまでに知られている資

源基盤(予測資源および期待資源を含めて)を開発するとすると、300年以上の供給が可能

である、ということになる。ただし、これらの資源をより確実なものとするには、今後か

なりの探査と開発が要求されるだろう。しかし、これまでのウラン探査の成熟度や世界全

体での探査活動が限られていたことを考えると、今後さらに経済性のある新資源が発見さ

れる可能性は高いといえる。

ウラン資源用語に関する注釈

ウラン資源は、多数の異なる国からの資源評価を世界全体で整合した数値にま

とめるために開発された(地質学的確度と生産コストに基づいた)方式により分類

される。既知資源(確認資源RARと推定資源IR)とは、十分な直接的計測により

輪郭が描かれたウラン鉱床を指しており、そのような直接的計測は予備的な実行

可能性調査や時には本調査を実施するために行われる。確認資源RARに関して

は、品位と総トン数の推定が高い確度で行われており、一般的に採掘の意志決定

基準として用いられている。推定資源IRは、そのような高い確度では定義され

ておらず、一般的には、採掘のための意志決定をする以前に、さらなる直接的な

計測が必要とされる。未発見資源(予測資源PRと期待資源SR)とは、以前に発見

された鉱床の地質学的な知識と地域の地質図作成結果に基づく判断により、その

存在が期待されている未発見の資源を指す。予測資源PRとは、一般的に直接的

証拠のある周知のウラン地帯において、その存在が予測されている資源を指して

いる。期待資源SRとは、ウラン鉱床を埋蔵している可能性のある地質地帯にお
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いて、存在が期待されている資源を指している。予測資源も期待資源もともに、

その存在を実際に確認し、かつ品位と総トン数とを定義できるようになるまでに

は、かなりの程度の探査を必要とする。確認資源、推定資源及び期待資源はさら

に、生産コストがUSD40/kgU未満のカテゴリーと、USD40/kgU以上、

USD80/kgU未満のカテゴリー、USD80/kgU以上、USD130/kgU未満の

カテゴリー、の3つに分類される。

5.5 ウラン資源と供給セキュリティー
ウラン資源と燃料加工施設の地政学的な分布から、供給途絶のリスクは極めて小さいこ

とが確信できる。既知資源は、オーストラリア、カナダ、カザフスタン、ナミビア、ニジ

ェール、ロシア連邦、南アフリカ及び米国といった多様な国において発見されている。ほ

とんど例外なしに、いずれの生産国においても、その生産量は地球全体での生産量の

10%以下である。2大生産国であるカナダとオーストラリアとはそれぞれ全体の23%と

21%の生産を占めるが、OECD加盟国である。表5.1は、2007年1月1日現在での、

130ドル/tU未満で回収可能な既知ウラン資源の各国での生産量の割合をまとめたもの

である。

5.6 供給に関する近年の開発状況
近年、いくつかの地域では、鉱山開発が計画通りに進行しており、また、他の地域では

期待以上に進んだ。カザフスタンでの生産は2004年から2006年にかけて42%増加し

たし、また予備的報告によれば、2007年にはさらに26%が追加されるとの見込みであ

る。カザフスタンでは、いくつかのサイトでの鉱山開発が進行中である。カナダ及びフラ

ンス系の企業との従来の契約に加えて、中国、日本、韓国、ロシア連邦との共同開発協定

が署名されている。米国では、2004年から2006年にかけて生産はほぼ2倍になり、追
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表 5.1　ウラン資源の占有率といくつかの国の
2007年生産量

国 % 資源 % 生産

オーストラリア 23.0 21 
カナダ 7.7 23 
米国 6.2 4
ナミビア 5.0 7
ニジェール 5.0 8
南アフリカ 8.0 1
カザフスタン 14.9 16
ロシア連邦 10.0 8
ウズベキスタン 2.0 6
ウクライナ 3.6 2



加の鉱山を開くことや、古い精錬所の再開や新しい精錬所の建設計画が発表されている。

欧州最後の現役ウラン鉱山である、チェコ共和国のドルニ・ロチンカの閉鎖は、操業採算

がとれている間は延期されている。オーストラリア、カナダ及びナミビアの既存鉱山では、

また生産能力が拡大されており、またカナダ、ニジェールその他では、新しい鉱山が開発

中である。

2005年のレッドブックでは予見されていなかった鉱山が、アフリカでは急速に開発

されている。新しい鉱山が既にナミビアと南アフリカにおいて(それぞれ1箇所ずつ)開か

れており、またその他の鉱山がナミビアとマラウィにおいて近い将来生産開始すると予想

されている。これらの新たに開発された鉱山の大部分では、集中的探査の最後の期間

(1970年代)に発見された鉱床を採掘している。現在、操業拡大がいくつか検討されてい

るものの、全てが、比較的小さな生産者によるものである(いずれも、はじめから

1,000tU/年以上を生産するとは期待されていない)。また、いくつかの会社は、リン鉱

石からのウラン抽出の再開を検討しており、中国、中欧及び南アフリカでは、石炭灰から

のウラン抽出の実行可能性を評価中であり、南アフリカでは、(主に金の)鉱滓からのウラ

ン抽出の計画を進めており、また、中国では石炭鉱山での採掘によって付随して得られる

ゲルマニウム鉱滓からのウラン抽出を検討している。

ウラン鉱山の鉱滓についての注釈

ウラン採掘は技術的には他の金属採掘工程と似ている。金属を回収するために

用いられる精錬工程からの固体廃棄物は、通例「鉱滓」と呼ばれている。つまり

ここで述べる鉱滓は、ウランが取り除かれた後、残された金属含有鉱石の微細粒

子の残滓である。これには、放射性崩壊生成物と重金属とが含まれる。今日では

認可されそうもない方法を採用した過去のウラン鉱山から出てきた鉱滓は、いく

つかの国において深刻な環境被害を生み出した。これらの古い鉱山と精錬所の多

くにはこれまでに改善措置がなされてきたが、とくに中央アジアにおいては、ま

だ改善措置がなされていない。今日、ウラン採掘者は、環境及び健康影響を抑え

るように鉱滓を処理・処分することが求められている(すなわち、処理した鉱滓

は、地下に埋め戻すか、または特別に作られた、穴に処分される)。ISL技術(鉱

石に弱酸またはアルカリ溶液を注入して、ウランを溶かし込んだ液体の上澄みか

ら、ウランを回収する)を利用して生産されたウランは、地下での擾乱を極小に

してしかも、鉱滓を生み出さない。ISL生産は、急速に増加しつつあり、今日で

はウラン生産の25%を超えている。地下水がISL採掘により影響を受ける可能

性があるが、多くのISL鉱山は、ウラン抽出以前から地下水が飲料に不適であっ

た地域で現在操業しており、改善措置も取られている。

しかし、2カ所の主要生産施設における鉱山開発は、期待されたほど順調には進んでい

ない。カナダのシガーレイク鉱山は、2010年から年間約7,000tUを生産すべく開発中
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であったが、2006年10月に浸水してしまった。修復の努力は現在進行中であるが、生

産は早くとも2011年までは、期待できない。オーストラリアのオリンピックダム鉱山

の拡張(潜在的には、年間約3,000tUから12,000tU以上に生産が増大できる)は、もと

もと期待されたほどには速やかには進行していない。実行可能性調査が進行中であるが、

生産開始は少なくとも2013年までは期待されていない。レッドブック回顧に記載され

ているように、鉱山の開発期間(鉱山発見から最初の生産開始までの時間)は、多くの法律

手続きが10年またはそれ以上を必要とするため、過去50年以上にわたってかなり長期

化が進んでいる。2005年に比べて、2006年には、操業上の困難さから世界的な生産

が5%落ち込んだので、既存の鉱山からの供給もまたいくらか厳しくなった。しかし、予

備的な報告によれば、鉱山の生産は2007年には回復して、2005年レベルの生産量に

近づくであろうと言われている。

以上で言及したアフリカにおける鉱山の開設は、重要な進歩を示すものであり、強気の

市場の中で、いくつかの新規の探査会社が急速な速度でウラン生産者になり得ることを示

している。しかしながら、これら新鉱山からの生産は、シガーレイクと拡大されたオリン

ピックダムに比べればかなり小さい。これらの2大鉱山の開発は遅れているが、もしも強

い市場条件が続くならば、現時点では、これらの鉱山及びその他も、近い将来生産を開始

しないという理由はほとんどないだろう。強い市場は、大きなウラン資源基盤の探査と開

発を加速させるであろう。

5.7 2030年までのウランの需要予測
新しい生産能力の開発計画、稼働中の鉱山の生産能力及び既存の資源基盤(2007年1

月1日現在)、またこれに2030年までの原子力発電規模のNEAによる成長シナリオ(低ケ

ース4億400万kW及び高ケース6億1,900万kW)に基づくウラン需要1(投入規模100万

kWあたり175tU/yr)を組み合わせたウラン需給の世界でのバランス図(図5.4を参照)を

作成した。図5.4の見通しでは、2003年から2007年までの高めの価格に対する産業の

反応を示しており、ウラン生産能力の開発を推進するための市場の力を示している。現存

の、また決定済みのウラン生産能力の急速な拡大計画は、これが達成されるならば、

2022年までのNEAによる成長シナリオの高ケースにおける需要要求を満たすことがで

きるほど十分大きいと期待される。また、計画中および実現可能性の高いウラン生産施設

を考慮すれば、生産能力は、2030年までのNEA高ケース需要シナリオを満たす以上に

なると期待される。実際、大部分のこの期間を通しての市場バランスは、近年の市場要求

の40%から50%の供給をしている二次資源に依存することなく、おそらく達成できる

であろう。
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1 原子炉群におけるウラン消費量は複雑であり、多くの要素に依存する。この章では、
設備容量100万kWe当たり、ウラン消費量175tU/年の数値が使われている。



図5.4に描かれたウラン生産能力の予測を、市場はすぐに供給過剰になると解釈しがち

かもしれないが、過去の経験が示すように、それは起こりそうもない。生産能力は、生産

量ではない。この違いを説明するために、2000から2007までの世界の実際の生産量

(2007年の場合には、仮の生産高)を、2007年を境にする垂直線の左側にプロットした。

この問題は明らかである。増大する需要に対応するためには、世界のウラン生産量と、投

入される原子力発電規模のNEAシナリオに基づいた今後引き続く高・低ウラン需要予測

量との間の重大なギャップを埋めることが必要である。

2030年までの需要を満たすためには、すべての現存のおよび建設決定済み生産施設、

及びかなりの数の建設計画中及び予定中の生産施設を予定通りに完成させる必要があり、

また生産を各設備の寿命一杯にほぼフル稼働させなければならない。ウラン鉱山開発の最

近の実績を考慮すると、新しい生産施設の開設に遅れを見込むのはは妥当であり、その結

果、計画中及び予定される施設からの期待される生産量は減少するかまたは生産が遅れる

だろう。さらに、レッドブック回顧にて指摘されたように、世界の生産量は報告されてい

る生産能力の89%を超えたことはなかった(2003年以来、生産は、設備能力の73%と

84%の間を変動した)。したがって、産業界は高めの価格という市場の信号に対して勢い

よく反応したのだが、市場のバランスを達成するためには、一次生産の追加と二次供給が

必要となりそうである。これはまた、今日の濃縮設備容量の余裕分の利用可能な範囲内で、

濃縮時のテイルのレベルをできるだけ小さくして達成できる、ウランの節約により補うこ

とが出来る(濃縮テイルのレベルを0.3%から0.25%に抑えれば、他の何も変えないで、

ウランの必要量を9.5%減らすことが出来るが、濃縮レベルは11%増加させる必要が生
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じる)。2013年以降は、米国とロシアの政府間の高濃縮ウラン(HEU)処分協定の期限切

れとなるので、ウランの二次資源の入手可能性が低下し、原子炉での需要分はますます一

次生産により満たされなければならなくなる。

まとめると、大きなウラン資源基盤と生産能力のかなりの追加にもかかわらず、昨今の

情勢による、生産量増加の必要性が増している。その要求に答えるためには、産業へ必要

な投資をもたらす強力な市場条件が必要であり、それによって産業は、原子力開発の

NEAシナリオで指摘されている、2030年までの増加する需要を充たすために十分なペ

ースで生産を増加させる必要があるであろう。

5.8 2050年までのウラン需要予測
NEAによる低シナリオ及び高シナリオでの2050年における原子力発電容量は、それ

ぞれ5億7,600万kWと14億1,800万kWである。この時期までのウラン生産能力の開発

を予測することに伴う多くの不確定性を考慮すると、2030年までのシナリオにおいて

用いられたのと同じタイプの分析を行うことは不可能である。強力な市場条件が継続する

ならば、活発な探査によって経済性のある新しい鉱床の発見に至り、そして現在は予測さ

れていない重要な新しい生産施設の開発に至るであろう。しかし、そのような条件は合理

的には予測することができないので、NEA高ケースシナリオは、2007年のウラン資源

基盤に照らしてのみ検討されている。

2050年までのNEA高ケースシナリオに対応したウラン需要を予測することは非常に

難しい。なぜならば、この時期までには、消費する以上の燃料を生産することができる高

速増殖炉ばかりでなく、ウラン消費量を低減した新型炉が、稼働している可能性があるか

らである。使用済燃料の再処理もまた、現在よりももっと広く行われているだろう。それ

によって、ウランの中に含まれているエネルギーをより効率的に利用することが出来、そ

れによって、需要量を低減することができる。しかしここでは、単純化した分析を行うた

め、2050年における全ての原子力発電がワンススルー燃料サイクルを利用するものと

仮定して、ウラン資源基盤に対する影響を調べることとした。また、100万kW当たり

175tU/yrの消費率が、全期間で典型的であると仮定した。その結果、2050年において

25万tU/yrの需要がある、という結果になった。ここで用いた仮定は保守的な仮定であ

り、ウラン消費量はこれよりもはるかに少ない値になり得る。

これらの仮定を用いると、2050年までは、NEA低ケースシナリオにおける原子力発

電プラント(NPP)は、ほぼ330万tUを消費するが、一方、高ケースシナリオでは、530

万tU以上が消費される。2007年の既知の全ウラン資源は540万tU以上(NEA, 2008)

あり、NEA高ケースシナリオにおける2050年までの予測ウラン消費量は、130ドル

/kgU以下のコストで入手可能な現在分かっている資源基盤で賄うことが出来る。上述し

たとおり、資源基盤にはかなりの拡張余力が残っており、またウランの非在来型資源(リ

ン鉱石と海水)が入手可能なので、需要に合う規模で、産業は時宜を得た努力をして生産

を増加する必要があろう。再処理とリサイクルは、劣化ウランの再濃縮も含めて、需要圧
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力を緩和するのに寄与するであろう(第14章参照)。

5.9 ウラン資源量
既存のウラン資源の基盤は、懸念を口にする人もいるが、新規の原子力発電の開発に対

する制約とはならない。これらの懸念は、元となっているウラン資源量についての仮定が

間違っているためにもたらされるようである。それは、しばしばレッドブックのウラン資

源量を地殻中で入手可能な絶対量の評価と誤解していることに起因している。いかなる時

点に公表されたウラン資源量も、そのときに行われている探査量とウランの需要の反映で

しかないのである。

ウラン産業は、長引いた低価格時代から最近浮上したばかりである。価格は、ほぼ20

年間、低すぎて、探査への投資を刺激しなかった。例外は、経済性のある既知の鉱床のす

ぐ近傍での限られた探査のみである。

ウラン採掘の歴史は、ウラン資源量の流動的な性格を表している。レッドブック回顧に

記載されているように、1945年以来2百万tU以上が採掘されてきた。しかし、ウラン

資源基盤は、この量の分、減ったのではない。いくつかのカテゴリーでは周期的な減少は

あったが、実際は、これだけの量のウランが採掘された同じ期間にわたって、資源の全体

量は規模が増大しているのである。

米国においては、かつて、資源基盤のかなりの部分が、推定追加資源-区分 II [EAR-

II ](現在で言うところの予測資源[PR])に分類されていた。それは、資源記録を系統的に

評価するための必要性があまりなかったためである。再評価により、この全体量の一部分

は、推定資源[IR]に再分類することができ、結果として既知資源のかなりの増加となった。

そのような再分類をしないと、世界の既知資源全体が過小評価となってしまう。

予測資源[PR]と期待資源[SR]とは、IAEA技術報告シリーズ2の中で概説されている手

法に従って評価される。現在の量は、実際、世界の資源の潜在量を過小評価している可能

性があると信じる理由がある。たとえば、重要なウラン資源をもつ国(オーストラリア、

ナミビアなど)の中には、未発見資源を報告していないところもある。その他の国では、

長年の落ち込んだ市場条件のために、数年間系統的な評価を実施していない。強い市場条

件が続けば、これらの国々の政府がこれらの評価に力を注ぐようになるであろう。

これまでに発見された世界最大のウラン鉱床であるオリンピックダムにおいて現在進行

中の探査活動は、この大きな多鉱物鉱床に存在する資源量に関する見識を提供してくれる。

これに関する報告によると、15個の掘削リグを用いて2年間以上にわたり継続的に掘削

したにもかかわらず、鉱床の側面及び鉛直方向の広がりを定義することができていない。

この鉱床に含まれるウラン量は、現在報告されているものよりも大きいと考えられるが、

165

2 未発見ウラン資源の推定と経済性評価の手法は、IAEA教育マニュアル(IAEA/STI/
DOC/10/344, 1992)に記載されている。



レッドブックに掲載するために必要な程度にまでこれらの資源に関する情報を得るには、

今後必要な掘削と分析の実施のために、相当な時間と資金が掛かることになるであろう。

在来型のウラン資源のほかにも、市場の適切なシグナルがあれば、供給を増加するため

に開発可能な非在来型のウラン資源が存在する。フロリダとベルギーでは、過去において、

リン鉱石からウランが抽出されてきた。しかし、1990年代の低ウラン価格がこれらの

運転を閉鎖させた。近年の高ウラン価格が続くならば、米国のリン鉱石生産者は、その運

転を再開しようと考えていると報道されている。リン鉱石に含まれているウランについて

の過去の推定では2200万トン(US DOE, 1979)という上限値が見込まれているが、こ

の数値を確認するには、探査がさらに必要である。このような形で、ウランを生産するコ

ストは、多くの通常の採鉱活動よりも高いが、強い需要と高い価格の下では、過去に採用

されて成功したこの抽出工程は、再び魅力的になるだろう。

また、ウラン抽出技術の進歩は、ウラン資源基盤を大きく拡張する可能性を秘めている。

日本の科学者は、1980年代において海水からのウラン抽出が実行可能であることを実

証した。日本での研究は継続しており、現在は海洋に含まれるウランを利用する方法を開

発中である。いまのところ、実験室規模の量での抽出だが、海水からのウラン抽出に掛か

る予想コストは、在来型のウラン採掘のコストのほぼ5～10倍である。しかし、46億

tUと推定される、絶えず河からの流入により補給されている海水ウランは、大量の潜在

的なウラン源として見過ごせないものであると言える(Tamada et al., 2006)。

5.10 結　論
ウランは、地殻において比較的一般的に存在する元素である。ウラン資源は、広く分布

しており、世界で新たに採掘されるウランのほとんど半分は政治的に安定したOECD加

盟国内で生産されている。燃料の戦略的備蓄は比較的容易であり、またウランのコストは

全発電コストの数パーセントを占めているに過ぎないので、ウラン価格の不安定さは、原

子力発電プラント所有者と運転者にとっては、化石燃料発電所の所有者と運転者ほどには、

重大な関心事ではない。これらの特徴の全てが、様々な発電手法の一つとして原子力発電

プラントを持つ国のエネルギー供給の安全保障を強化している。

現在、既知のウラン資源は、2030年までのNEA高ケース・シナリオにおける全ての

原子力発電プラントに燃料を供給するのに十分である。強いウラン市場が継続するならば、

既知の資源基盤は増加し、原子力発電所が現在の3倍に拡大した場合でも、ワンススルー

燃料サイクルだけを用いて百年以上ウランを供給できると予想される。しかし、そのため

にはかなりの探査と開発が必要となるであろう。非在来型の資源(たとえば、リン鉱石中

のウラン)を加えることは、燃料供給が可能な期間を2倍以上にできる可能性がある。海

水からのウラン抽出は、コストははるかに高くなるが、燃料供給が可能な期間を数千年に

まで伸ばせる可能性がある。現状での技術的な成熟度や世界全体でのウラン探査が行われ

ている地理的な範囲がまだ限定的なものであることを考えると、今後強い市場条件が継続

するならば、経済性のある追加的資源を発見できる可能性はかなりあると言える。
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世界の原子力発電規模の拡大に対して十分な燃料の供給があるとはいえ、新しい採掘プ

ロジェクトをタイミング良く開発するための研究と投資とが必要である。2030～

2050年頃のウラン需要を満たすためには、今後必要な投資を誘発するようなウランの

市場価格が続く必要がある。好ましい市場条件があったとしても、高ケース需要シナリオ

に見合った供給を満たすため、産業界は様々な困難に立ち向かう必要があるであろう。そ

の困難の主なものは、まず、ほとんどの法律手続きにおいてウラン鉱山の開発の許可を得

るのにかなりの時間がかかること、また、鉱山の生産を生産能力一杯あるいはそれに近い

レベルに維持することが難しいこと等である。各国政府は、必要な厳正さを維持しながら

も、所要の認可手続きを可能な限り効率的にするよう保証すべきである。

NEA高ケースシナリオ(14億1,800万kW)で予測されているように、2050年までに

原子力技術がより広く受容され、世界的な原子力ルネサンスとなるならば、その結果とし

て必要になる追加的なウラン需要は、生産量の増加と、新型炉及び燃料サイクル技術の順

調な配備によって満たすことができると考えられる。
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第6章　安定かつ合理的なコストでの
電力供給



キーポイント
・原子力発電プラントを建設するのに必要な資本投資は、通常は原子力発電の全体コスト

の60%程度であり、一方で、運転・保守および燃料サイクルがそれぞれ25%および

15%を占める。天然ウランのコスト自体は約5%にしかならない。したがって、原子

力発電のコストは、オーバーナイト建設コスト(訳注：金利等を除いた建設費)および資

本コストに極めて影響を受けやすく、逆に燃料価格の影響を受けにくい。

・その限界費用が低いことを前提にすると、原子力発電プラントは電力コストの長期安定

性をもたらす。電力に対する競争的な卸売市場の導入により、運転実績の改善および原

子力発電プラントの性能向上に対する新たな投資が促されており、原子力発電資産全体

の価値が認識されるようになった。

・原子力発電コスト削減の主な駆動要因としては、建設の連続化、設計の標準化および簡

素化、複数ユニットの立地、工期の短縮、出力の増強、稼働率の向上、プラントの寿命

期間の延長および燃料の高燃焼度化が挙げられる。

・2005年に発行されたNEAとIEAの研究によると、石油および天然ガスの価格が現在よ

りはるかに低い場合、原子力、石炭および天然ガスの各発電プラントによる発電コスト

は、5%および10%の割引率では、同程度になる。最も安価な選択肢は、地域的環境

により変わるが、将来の炭素価格設定策によって、化石燃料と比べて原子力の立場が強

化されるものと考えられる。

・所得税および資金条件が発電コストに及ぼす影響を考慮するように作られた手法を用い

てNEAが実施した計算によると、これらのパラメータが発電源の相対的競争力を変え

る可能性があることを示している。政府の政策立案者は、国家のエネルギー政策目標と

合致した税制を実施するために、これを考慮した選択を行う可能性もある。

・大部分のコストは、原子力発電に対しては内部化されてきた(例：廃棄物処分および廃

止措置、放射能放出量を大幅に削減するための投資等)。各種の研究から得られた結果

は、化石燃料およびバイオマスの場合、外部コストは直接コストと同程度であるが、原

子力、太陽光発電および風力発電の場合、外部コストは直接コストよりも少なくとも1

桁低くなっている。

・エネルギー供給セキュリティは定量化するのが難しい外部益であるが、政策立案者によ

り明確に認識されている。ウラン資源は豊富であり、様々な地政学的領域に広く分布し

ていることから、原子力発電は、高レベルの供給セキュリティを提供してくれる。さら

に、核燃料の戦略的在庫は、容易に、かつ低コストで備蓄することができ、高速中性子

システムに基づく先進技術がウラン資源の寿命を大幅に引き延ばしてくれる。

・新規の原子力発電プラントを建設、運転することは、明らかに経済的に実施可能である

が、長期的で、かつ高資本コストのプロジェクトになる。投資リスクについては、十分

に理解される必要があり、また新規プロジェクトの実施を容易にするため許容できるレ

ベルに制限される必要がある。原子力プログラムについての国内の合意を幅広く獲得し
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ておくことによって、投資家への政治的リスクも削減される。供給セキュリティおよび

気候変動のために原子力オプションを生かしたいと望む政府は、彼らの直接所掌内にあ

る許認可や計画立案プロセスに関連した投資リスクを除去または緩和するための政策を

講じる必要があるかもしれない。

経済性は発電分野における意思決定の鍵となる。21世紀初頭は、原子力ユニットの性

能強化およびガス価格の劇的な価格高騰により、ガス火力発電プラントと比較して原子力

発電が競争余裕を著しく増加させた時期と特徴付けられている。この変化は、投資家の"

天然ガスへの殺到"から新規原子力ユニットの大量の発注に移行はしなかったものの、政

策立案者の間で原子力オプションへの関心を改めて喚起するきっかけとなった。

2000年以降に実施された多くの発電コストに関する研究は、廃止措置や放射性廃棄

物処分などの生涯コストをすでに内部化している原子力発電コストが、化石燃料焚き発電

プラントまたは再生可能エネルギーによる発電コストよりほとんどの場合、安価になるこ

とを示してきた。

過去2～3年の、炭化水素、鉱物および商品の価格の着実な上昇を含む経済指標の変化

は、全ての資源および技術に対して同じ程度の発電コストの上昇を生じさせたため、各種

の発電オプションの相対的競争力に大きく影響することはなかった。商品および原材料の

価格高騰により発電プラントの投資コスト、特に、原子力および風力発電などのような最

も資本集約的な発電プラントの投資コストを吊り上げたが、石油価格の劇的な上昇の後に

天然ガス価格も同じように上昇し、結果的にガス火力発電コストも上昇している。

米国および英国のように原子力発電プラントの建設を検討している大部分のOECD諸

国では、これらプロジェクトは経済的に成立する見込みはあるが、実施には幾つかの障害

が残されている。自由化された市場において多額の原子力投資を行うことは、一つには、

供給セキュリティおよび世界的な気候変動の領域における将来の政府の政策に関する不確

実性のために、また一つには、一部の国々で原子力エネルギーが敵視されているために、

困難であることが判明している。

全体としての社会的利益のために市場メカニズムが働くようにするため、全ての選択肢

に対して平等な場を設定する上で、政府の役割は不可欠である。これには、公正で安定し

たエネルギー課税政策、炭素排出のコストを内部化する手段の立案および実施、ならびに

経済関係者、特に投資家や電気事業者に発電設備容量を開発するための枠組みを提供する

明確な長期エネルギー政策が含まれる。

6.1 原子力発電コストの展望
原子力発電コストは、3つの主要な要素を持つ：資本投資、運転および保守(O&M)な

らびに燃料サイクルコストである。図6.1は、これらの要素の平均の割合を示す。
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資本投資コストには、オーバーナイト建設コスト、(実際の建設資材および労働力に支

払われる経費)および建設期間中の金利(IDC)が含まれる。IDCは、その地方の経済事情お

よびプロジェクトの資金調達方法に依存するが、さらに技術、建設期間およびプラントの

直接コストにも依存する。廃止措置基金をプラントの試運転前に別途確保しなければなら

ないような状況においては、廃止措置コストが資本投資コストに含められる。

運転および保守コストは、例えば、保守用の資材、労働力ならびにサービス、保険、運

転に伴う廃棄物の管理および処分のような燃料サイクルに関係しない全ての操業経費を含

む。安全性の検査および保障措置管理に関連した経費も、同じようにO&Mコストに含ま

れる。廃止措置コストは、廃止措置基金がプラントの寿命期間にわたって徐々に引き当て

られる場合には、O&Mコストに含まれる。

燃料サイクルコストには、ウランの取得から使用済燃料や高レベル廃棄物処分までの燃

料サイクル全体に関連した全ての支出が含まれる。天然ウランを除き、燃料サイクルの各

段階に関連したコストは、原子力産業施設が提供するサービス(たとえば、転換、濃縮お

よび燃料加工)に対応しており、一般商品価格よりはるかに安定している。

寿命期間平準化コスト法は、各種の技術および資源の比較のため、送電端コストを評価

する標準化された手法であり、多くの研究で採用されている。以下に示されたコスト評価

の大部分は、この手法を用いて計算されたものである。この手法は、発電事業者によりプ

ラントの全寿命期間中に賄われた全ての経費を考慮し、割引率を用いて、時間的価値を反

映したものである。平準化コストは、選ばれた割引率と等しい投資回収率によって、資本

コストの割賦償還分が正確に賄われるように売電される時の平均価格と等しく、プラント

の操業コスト、すなわちO&Mおよび燃料サイクルコスト、を補償すべきものになる。

6.2 原子力発電コスト削減の駆動要因
資本投資コストは、発電コストの最も大きな部分を占めるため、プラント建設の単位
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燃料サイクル*
15%

O&M(運転および保守)
25%

投資
60%

図6.1　原子力発電のコスト構造

*天然ウランのコストは通常、わずかに5%である。
出典：NEAおよびIEA(2005年)



(kW当たり)コストを削減できる可能性のある手段を見出すことができれば、原子力発電

の経済的競争力を向上させる上で極めて有用である。さらに工期の短縮は、建設中の金利

を削減し、投資コスト全体の削減にも有益である。

しかしながら、プラントが一旦建設されると、O&Mコストおよび燃料コストの削減の

ための方策は、運転事業者にとっては発電コスト全体を削減する主な手段になり、したが

って、これらは電気事業者が競争力を維持するための必須の要素になる。表6.1は、様々

な研究で特定された原子力発電コストの削減の主な駆動要因である(例えばNEA、 2000

年)。

6.2.1 標準化および建設のシリーズ化

発電コスト削減の大きな可能性は、標準化プラント設計の適用および同一プラントの建

設のシリーズ化によって生じる。この二つの方策は、最初のプロジェクト用に開発された

設計、製造、建設、許認可および運転方法の標準化及び、そのコストの同一機シリーズの

ユニットへの分散化によって、主に初めて類のものに対して多大な労力を費やすことを避

けることによりコストの節減を図るものである。原子力発電プラントの設計作業は、資本

コスト全体の約10%を占める(NEA、2000年)。

標準化ユニットを連続して建設することによって、次の事項を通じて平均投資コストが

下がる：a)シリーズの全ユニットに固定費を分散させる(プログラム効果)、b)機器の製造

工場および各サイトに固有な文書を処理する設計事務所における生産性向上、また、建屋

の建設、現地組み立ておよび試験に対する生産性向上(生産性効果)。

標準化および建設のシリーズ化により得られる資本コストの節約は、その国および連続

プラント数に依存するが、15%から40%の範囲にわたると報告(NEA、2000年)され

ている。さらに、O&Mコストは、一連の標準化プラントの人的資源の活用を一層効率化

することによって節約することができる。

6.2.2 設計の簡素化

構造および機能の設計変更に関する系統的研究により、特に新型コンピュータや特殊ソ
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表6.1　原子力発電コスト削減の主要な駆動要因

駆動要因 改善される単位当たりコスト要素

資本投資
資本投資＋O&M
資本投資＋O&M
資本投資＋O&M

資本投資
資本投資
資本投資
資本投資
燃料コスト

連続化の効果（初号機からN号機へ）
設計の標準化
設計の簡素化
複数ユニット立地
建設期間の短縮
出力レベルの増加
稼働率向上
プラントの寿命延長
燃料の高燃焼度化



フトウエアを用いたシミュレーションおよびモデル化によって、プラントの配置およびア

クセス性が改善されるに至った。よりシンプルで、安全要件を満たす受動型システムへの

依存度を増やしたプラントを考案するため、現在、プラント設計者による努力が続けられ

ている。冷却水の自然再循環、放射熱伝達、および原子炉の反応度の負の温度係数のよう

な自然現象の長所を生かすことによって、機械的および電気的ハードウエアの必要度を減

らす簡素化設計が可能になる。コンピュータ支援を強化した設計およびエンジニアリング

も、コストの低減に寄与している。設計の簡素化は、例えば運転を効率化し、かつ保全の

ための接近性を容易にして、O&Mコストの削減に寄与する。

6.2.3 複数ユニット設置サイト

同一サイトに数基のユニットを建設することによって、例えば、立地、許認可、立地点

に対する労力および共用施設に関連するコストを削減することで、1ユニット当たりの平

均資本コストを削減する機会が生まれる。明らかにサイトの土地コストを共有することが

できることに加えて、サイトの許認可コストも複数ユニットで共有化出来る。複数ユニッ

ト立地は、各ユニットに仮設作業建屋、管理および保全建屋、倉庫、補助系統、警備所お

よび放射性廃棄物処理建屋のような特定のサイト内施設を重複して持つ必要がないので、

大幅なコストの節約となりうる。

さらに、建設作業中に各種の専門職チームが1つのユニットから別のユニットに進むと

いう段階的建設により、かなりの効率化およびこれに関連した節約が可能になる。複数ユ

ニットの建設は、単一ユニット立地の場合と比較して、資本コストの約15%の削減につ

ながると報告されている(NEA、2000年)。また、単一ユニット立地の場合より複数ユ

ニット立地の場合の方が、人的資源の有効利用によって、O&Mコストも削減される。複

数ユニット立地によるコスト節約の重要性は、世界の原子力発電プラントの約90%が、

サイト内に2基以上のユニットを建設しているという事実により確認することができる。

しかしながら、複数ユニット立地の場合、電力系統への要求が厳しくなっている。

6.2.4 工期の短縮

長引く建設スケジュールは原子力発電プロジェクトを様々な追加コストのリスクにさら

し、それはほとんどの場合プロジェクト管理チームではどうすることもできない。このよ

うなリスクには、建設期間中の総金利の増加、機器、材料、および人件費の増加、技術の

陳腐化、ならびに特に許認可要件の追加が含まれる。これらのリスクは、プラントの所有

者および投資家への経済的費用と言い換えられるが、工期の短縮により削減できる。

工期の短縮は、設計の簡素化から、先進的な工学的手法、大型機器のモジュール化およ

び工場での組立製作、人材教育の改善、契約および外注契約方針、例えば、スケジュール

管理のコンピュータ化による効率的プロジェクト管理、ならびに品質保証・管理の効率化

といった広い範囲にわたる様々な方策によって達成することができる。また、工期の短縮

化によって、建設期間中の金利(IDC)が削減され、結果的にプラント運転による収入が早

期にもたらされることになり、プロジェクトの収益性も改善される。
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6.2.5 出力レベルの増強および稼働率の向上

一般的に、同じ設計の小型の原子力発電プラントより、大型の原子力発電プラントの方

が、単位(kW)当たりのオーバーナイト資本コストが低い。原子力発電プラントの主要な

システムの規模の経済性についてはNEAの報告書(2000年)で検討されているが、同報

告書では、加圧水型炉のユニット規模を30万kWから135万kWまで、すなわち4.5倍ま

で増加させても、総オーバーナイト資本コストがわずかに2.15倍にしか増えないことを

示す幾つかの結果が記載されている。換言すれば、135万kW級ユニットのkW当たりの

オーバーナイト資本コストは、30万kW級ユニットのそれの48%である。65万kWから

135万kWまでの増加に対しては、規模は2.1倍になるが、総オーバーナイト資本コスト

はわずかに1.48倍にしかならず、135万kW級ユニットのkW単位当たりのオーバーナイ

ト資本コストは、65万kW級ユニットのそれの72%になる。2基構成ユニットのプラン

トに対しては、135万kW級ユニットのkW当たりのオーバーナイト資本コストは、30万

kW級ユニットのそれの41%であり、65万kW級ユニットのそれの75%になる。

原子力発電プラントの投資額は大きく、燃料コストは比較的低いため、既存の原子力発

電ユニットの単位(kWh)当たりの発電コストは、出力の増加と共に急激に減少するが、こ

れは利用率の向上(あるプラント容量から得られる発電量を増加させる)およびプラントの

出力増強(技術的改善を通じてプラントの発電容量を増やす)により達成可能である。過去

10年程度の間に世界の原子力発電プラントの利用率は着実に改善されてきた。原子力ユ

ニットの世界の平均利用率は過去10年間に73%から83%に増加し、今日、ほとんどの

OECD諸国ではこの利用率が90%を超えている。この改善のおかげで、原子力プラント

の設備容量は1年当たり約1%しか成長しなかったが、原子力発電量は1年当たり2%か

ら3%増加した。

既存の多くの原子力発電プラントでは、出力レベルの増強が行われてきており、その一

部では25%もの増強が行われている。米国では、既存ユニットの出力増強は、1977年

から2008年の間に、運転中の総原子力容量を526.3万kW増加させており、2011年ま

でに更に283.1万kWの出力レベルの増強が期待されている。欧州では、例えば、スペイ

ンおよびスウェーデンにおいて、大幅な容量増強が行われている。出力増強に必要なkW

当たりの資本投資は新規容量の建設に必要な投資額よりもはるかに少なくてすむため、出

力増強により発電コストは低下する。

6.2.6 プラントの寿命の延長

新規の原子力発電プラントの場合、プラントの寿命期間の長期化によって、初期資本投

資が高くても、総発電量が多くなることで償却できるため、寿命期間平均の発電コストに

対する投資コストの寄与を小さくすることができる。現在建設中の最新技術の原子力発電

プラントは、技術的寿命期間が少なくとも60年で設計されており、設計者は次世代のプ

ラントにはさらに長い寿命期間を検討している。

既存のプラントの場合、これらに対する投資コストはすでに大部分償却されており、限

界運転費用が低いため、寿命延長は、収益性を高める。このような理由により、多くの原
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子力発電プラントは運転許認可の延長を取得済みであり、他についても、後に続くと予想

されている。例えば、米国で運転中の104基の原子炉の約60%の所有者は、このような

許認可更新を受領済みまたは申請済みであり、現時点では、これが90%に達すると予想

されている。米国原子力規制委員会は、それぞれ全体で60年間の許認可期間となる20

年間の許認可更新を既に数十件(2008年7月までに48基)も承認済みである。

6.2.7 燃料の高燃焼度化

ウランの生産から最終的な廃棄物処分までの燃料サイクルコストの、原子力発電コスト

全体への寄与率は比較的小さい(15%前後)。このように、発電コストの燃料サイクルコ

ストに対する感度は比較的低い。それにも拘わらず、設計や許認可によって設定されてい

る制限範囲内での高燃焼度化は、燃料コストの低減化の一手法になっている。燃料コスト

のわずかな削減に加えて、燃料交換停止頻度を下げ、これによって、利用率が改善されて

いる。

6.3 原子力発電コストの感度分析
国内および国際的な研究を概略レビューしただけでも、主要なコスト上昇要因に対する

想定値の違いおよび国別の事情(例えば、プロジェクト着手前の開発期間の長さおよびコ

ストの大幅な差に結びつく可能性もある)によって、原子力発電の推定コストが幅広く変

動することが分かる。したがって、原子力発電コストの評価においては、想定した入力の

変化に対する、結果の感度を考慮することが極めて重要である。

英国貿易産業省(DTI)1は最近、詳細な感度分析を含む英国内の原子力発電コストの見

通しに関する調査研究を公表した(DTI、2007年)。DTIは、本研究で用いられたオーバ

ーナイト建設コストを以下に基づいて予測している。

・ターンキー(固定価格)ベースの契約に基づいて建設されているフィンランドの160万

kWの欧州加圧水型炉(EPR)であるオルキルオト3号機プロジェクト

・EPR設計を適用した新規原子炉建設1,000万kW相当のフランスのプログラム

その予測中央値を得るため、DTIは、フィンランドのプロジェクトのコストおよびフラ

ンスのプログラムのコストを次の様に調整している。

フィンランドのプロジェクトに対しては、英国で主流となっている条件を反映させるた

め、kW当たり約1,050英ポンドのオーバーナイト建設コストに20%の割増金を付加し、

次のような可能性についても考慮に含める。

・幅広い市場戦略の一環として、同プラント建設するフランス-ドイツ企業連合により、

このプロジェクトコストが値引きされた場合

・コストが過少見積りされた場合
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・可能性として、フィンランドより更に面倒な規制要求が英国に存在した場合

フランスのプログラムに対しては、DTIは、大規模な1,000万kWプログラム全体で平均

化した900英ポンド/kW前後のオーバーナイト資本コストに、40%の割増金を付加した。

双方のアプローチによって、オーバーナイト建設コストとして、ほぼ同等の約1,250

英ポンド/kW(2007年7月の為替レートで2,500米ドル/kWe)が得られ、この数値が英

国における将来の原子力発電プラントのオーバーナイト建設コストの中央想定値として

DTIに採用された。DTIの研究では、課税後の実勢の割引率を考慮しているが、これに対

して、OECDのデータでは、地方の税制度を考慮していないことに注意する必要がある

(NEAおよびIEA、2005年、6.1.3節参照)。発電コストおよび様々な技術の競争力に対

して法人税が及ぼす影響の分析については、NEAおよびIEAの同報告書の6.1.4節に記載

されている。

表6.2は、DTIが中、低および高の各コストケースに対して採用した想定条件および得

られた結果をまとめたものである。これらから次のような原子力発電コストの範囲が導き

出される。

・中ケース－38英ポンド/MWh(76米ドル/MWh)

・低ケース－31英ポンド/MWh(62米ドル/MWh)

・高ケース－44英ポンド/MWh(88米ドル/MWh)

低ケースの想定条件は、フランスの経済省のDGEMP(エネルギー・原料総局)が10基

のEPRプログラムのために行ったものと類似している。高ケースは、建設コストの30%

超過、または資本コストの12%増加を反映した場合である。DTIは、高ケースは起こり

そうにないとして、平準化コストが市場推定の平均より著しく大きなる中央ケースにおい

て、英国政府が慎重な取り組みを行っていることに言及している。

表6.2に示されている結果を注意深く調べると、原子力発電コスト決定時の様々なパラ

メータの相対的な重要度が分かる。最も重要な要因はオーバーナイト建設コストおよび割

引率を組み込んだ資本コストである。原子力発電の平準化コストにほとんど影響を与えな

い要因として、開発前期間、初期負荷率、運転寿命、燃料コスト、廃棄物処分コストおよ

び廃止措置コストが挙げられる。DTI研究では、工期およびO&Mコストに対する感度が

部分的に調べられただけであるが、その結果から、これらの重要性が示唆されている。こ

こで特定された資本コストの重要度は、OECD研究(NEAおよびIEA、2005年)の結果と

良く一致しており、これらによって割引率が5%から10%に増えると、平準化コストは、

約50%から60%増加することが示されている。
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表6.2　原子力発電コストの主要パラメータに対する感度分析
（コストは英ポンド表記）

* m=100万
** 高ケースの想定条件には2つの建設コストが含まれる
*** b=10億
**** EOG：発電終了時
出典：DTI( 2007年)

主要項目 注記 中ケース
想定

低ケース
想定

平準化
コスト

(英ポンド
/MWh)

高ケース
想定

平準化
コスト

(英ポンド
/MWh)

中ケース 38

開発前コスト 英国環境聴聞委員会
のデータ

2億5,000万
(250m*) 1億(100m) 36 3億(300m) 38

開発前期間
立地許可取得まで
5年間：立地調査に

3年間
8年間 7年間 38 9年間 38

建設コスト**

合計28億(2.8b***)
英ポンドには

5億(500m)英ポンド
の建設中金利プラス
5年ごとに10ポンド
/kWeのサイト内廃

棄物貯蔵

1,250英ポン
ド/kWe

850英ポンド
/kWe 31

1,400
英ポンド
/kWe
1,650

英ポンド
/kWe

40
44

建設期間
メーカーは

5年間から5.5年間と
見積もり

6年間 10年間 41

最初の5年間の
負荷率

メーカーは＞90%と
期待 80％ 90％ 37 60％ 39

運転寿命 メーカーは60年間を
想定 40年間 60年間 37 30年間 39

運転および保守
（O&M）コスト

9,000万(90m)英ポン
ド/年　メーカーは
4,000万(40m)英ポン

ド/年と推定

7.7英ポンド
/MWh

4.4英ポンド
/MWh 35

燃料供給コスト 全てを含むコストで
4.4英ポンド/MWh

2,400
英ポンド/kg

2,000
英ポンド/kg 37 3,000

英ポンド/kg 39

廃棄物
処分コスト

地層処分を想定：
　基金は年率実質

2.2%で成長

発電終了時
(EOG****)に
2億7,600万
(276m)
英ポンド

40年後
3億2,000万
(320m)
英ポンド

廃止措置コスト

4億(400m)英ポンド
/GWeと想定

メーカー見積もりは
3億2,500万(325m)

から
4億(400m)英ポンド

/GWe

発電終了時
に

6億3,600万
(636m)
英ポンド

40年後、
9億5,000万
(950m)
英ポンド

資本コスト 課税後実勢割引率 10％ 7％ 31 12％ 42



6.4 原子力発電の競争力に関する国内および国際的研究
多数の国内および国際的研究によって、今後竣工するプラントの予測が示されている。

これらの研究の結果から、原子力発電と他の種類の発電プラントのコストを概括的に比較

することが可能になっている。しかしながら、下に示す事例は全て、プラントの寿命期間

全体にわたって平均された平準化コストを参照しているが、貨幣単位ならびに割引率、プ

ラントの稼働率／負荷率、およびプラントの経済寿命に関する想定条件が異なっているこ

とから、結果は、異なる研究成果間や異なる国同士の比較もできない。さらに、マサチュ

ーセッツ工科大学(MIT、2003年)の報告など一部の研究は、税金および資本コストに対

するリスク関連の割増金を考慮しているが、これらの要因は他の研究では含められていな

い。付け加えると各研究で想定されている化石燃料価格は、様々な日付、様々な国または

異なった地域状況に対応したものになっている。

6.4.1 米国

MITの研究に示されている発電コストは、米国内の石炭、天然ガスおよび原子力の各発

電プラントに対して、発電事業者の課税対象収入に38%の所得税率を考慮して、推定さ

れている。詳細な推定方法および想定条件は報告書に記載されている(MIT、2003年)。

表6.3は、ガス火力プラントに対する3つの異なった想定ガス価格に対する結果、また、

ベースケースおよび原子力発電のコストに関する多くのバリエーションに対する結果を示

したものである。ベースケースは、2,000米ドル/kWeという原子力発電プラントのオー

バーナイト資本コストに対応している。バリエーションには、付加的に実現されると、表

に示されるように原子力発電コストを削減する様々な手段が含まれている。
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表6.3　米国における発電コスト
(2002年時点の米国セント/kWh)

ケース 平準化コスト

天然ガス－複合サイクルガスタービン(CCGT)
　　低ガス価格、3.77米ドル/MCF*
　　中ガス価格、4.42米ドル/MCF
　　高ガス価格、6.72米ドル/MCF

3.8
4.1
5.6

微粉炭 4.2

*　天然ガスコストは、プロジェクトの経済寿命全体にわたって平準化された1,000立
法フィート(MCF)当たりの現実的な取得コスト(2002年通貨価値)である。

出典：MIT( 2003年)

原子力(軽水炉)、ベースケース
　・建設コストを25%削減
　・工期を5年から4年に短縮
　・運転および保全(O&M)コストをkWh当たり
　　15ミル(1/1,000ドル)から13ミルに削減
　・原子力への融資条件をガス／石炭と同一化

6.7
6.5
5.3
5.1

4.2



MIT研究の結果は、ベースケースの想定条件では、米国において、原子力発電は石炭ま

たは天然ガスに対する競争力がないことを示している。しかし、原子力の変化ケースの中

で想定したコスト削減手段を徐々に達成していくと、原子力発電が石炭および天然ガスに

対して競争力を持つようになるまでコストは削減される。同研究の著者らは原子力のコス

ト改善は、まだ立証されていないが、妥当であると判断している。また、原子力のコスト

構造は多額の先行投資となる資本コストが主たる要素になるが、天然ガスのコストはガス

価格が主要要素であり、石炭は燃料コストと資本コストの両方に関して原子力と天然ガス

の中間にあると指摘されている。最後に炭素排出クレジットについて、政府が法律を発効

させれば、コスト面で原子力発電が優位に立つ可能性がある。

6.4.2 英　国

下記のコスト推定値は、OECD研究(NEAおよびIEA、2005年、付録2)を参照して、

英国の貿易産業省が作成したものである。この推定値は、各種の発電技術を対象として、

また、検討対象技術の将来の能力にかかわる不確実性を考慮したコスト範囲を示したもの

である。表6.4に示されているコスト推定値は、2010年に試運転を開始するプラントに

対して、10%の割引率で算定されたもので、2003年半ば時点の英国ペンスで表示され

ている。

6.4.3 フィンランド

フィンランドの平準化発電コストの推定(Tarjanne、2006年)は、欧州市場における

現在の天然ガス価格に基づいて行われており、したがって、原子力と天然ガスを比較した

場合においても、競争力に大幅な余裕が示されている(表6.5参照)。フィンランドの条件

を適用して、全てのプラントに対して割引率を5%としてコストが計算された。木材焚き

プラントおよび風力プラントの発電コストの推定は、補助金を考慮していない。風力発電

については、等価全出力で2,200時間／年運転されるものと想定しているが、予備電力
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表6.4　英国における発電コスト
（2003年時点の英国ペンス／kWh）

石炭 天然ガス 原子力
小型
水力

陸上
風力

海上
風力

廃棄物
埋立ガス廃棄物

3.6～4.0 2.3～2.4 2.8～4.3 1.6～1.9 3.2～4.2 4.5～5.7 2.5～3.0 3.3～3.9

表6.5　フィンランドにおける発電コスト
　（2006年時点のユーロ／MWh）

木材 ピート 石炭 天然ガス 原子力 風力

51 55 52 52 23 45.5



コストを風力発電には含めていない。

6.4.4 国際比較－OECD研究

OECDの調査研究(NEAおよびIEA、2005年)は、1983年以降の発電コストの予測に

関する一連の報告書の6番目のものである。この最新の研究は、19カ国のOECD加盟国

および2つの国際組織である欧州委員会(EC)および国際原子力機関(IAEA)の専門家集団

により実施された。後者は、この調査研究にOECD非加盟国3カ国のデータを提供した。

参加各国からの専門家らが提供した発電プラントの資本コスト、燃料コストおよび

O&M(運転・保守)コストに関するデータは、NEA／IEAの共同事務局によって発電コス

トの計算を行うため、編集され、共通通貨単位へ変換された後、利用された。これらは寿

命期間平準化コスト法および次のような要因に対する一般的想定条件(入力データ、計算

方法および想定条件の詳細については同報告書に示されている)を用いて計算された。

・原子力および石炭火力の各発電プラントに対しては経済寿命を40年とした。他のプラ

ントに対しては、質問状への回答に記載された寿命期間を採用。

・原子力、石炭火力および天然ガス火力の各発電プラントに対しては平均設備利用率を

85%とした。他のプラントに対しては、質問状への回答に記載された設備利用率を使

用。

・通貨の割引率は全ての種類のプラントに5%および10%を適用。

本調査研究の対象プラントの内、27基の石炭火力発電プラント、23基のガス火力発

電プラントおよび13基の原子力発電プラントについてのデータが提供された。ベースロ

ード・プラントに対する結果を以下に示す。他の種類のプラントの結果(例えば、バイオ

マス、水力、太陽光、および風力)については、同報告書(NEAおよびIEA、2006年)に

示されている。

原子力発電プラント

原子力発電の平準化コストについては、割引率を5%および10%とした場合の各々を

図6.2および図6.3に示した。割引率を10%とした場合、5%とした場合に比べて平準化

発電コストの大幅な増加が目を引くが、これは原子力発電プラントのような資本集約的な

技術の特徴である。

割引率を5%とした場合、日本とオランダの2基のプラントを除き原子力発電の平準化

コストは21米ドル/MWhから31米ドル/MWhの範囲に分布している。2基の例外プラン

トの発電コストは、上限コストよりも高くなっている(オランダの場合には上限よりわず

かに高いだけである)。投資関連コストは全発電コストの中で最大の割合(平均約50%)を

占めており、O&Mコストは約30%、燃料コストは20%前後になっている。総発電コス

トに占めるこれらの3つの要素のそれぞれの割合は国の違いによらず比較的一定してい

る。
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図6.2　5%の通貨割引率における原子力発電の平準化コスト
　(米ドル/MWh)

*

出典：NEAおよびIEA(2005年)

* 図6.2から図6.7までのグループ分けはOECD地域(北米、欧州およびアジア)ならびにOECD以外の
   諸国を示す。
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図6.3　10%の割引率における原子力発電の平準化コスト
(米ドル/MWh)

出典：NEAおよびIEA(2005年)
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割引率を10%とした場合、日本およびオランダを除き、全ての国の平準化コストは

30米ドル/MWhから、50米ドル/MWhよりわずかに下の範囲に分布しており、日本は、

70米ドル/MWhに接近し、オランダは50米ドル/MWhのすぐ上に位置している。高い

割引率では、全発電コストに占める投資関連の割合が、70%前後まで増加し、一方、

O&Mおよび燃料の割合は、それぞれ20%および10%へと減少している。

石炭火力発電プラント

質問状に対する回答から得られたデータによれば、石炭火力発電プラントは、亜炭や褐

炭を含む様々な品質の燃料を使用しており、例えば流動床燃焼およびガス化複合発電

(IGCC)などの異なった技術の適用も示されている。明らかに、こうした差は、本調査研

究の中に含められた石炭火力発電プラント間の、かなり大きな投資コスト、熱効率および

総平準化コストのばらつきの原因になっている。

5%の割引率の場合には、図6.4に示すように、大部分の国で石炭火力プラントの平準

化発電コストは、25米ドル/MWhから50米ドル/MWhの間にある。安い方の唯一の例

外は、20米ドル/MWhより幾分低い、南アフリカ共和国のプラントであり、同国は極端

に安価な石炭価格を報告している。高い方の範囲を超えたものは、スロバキア共和国の亜

炭焚きプラントで、報告された亜炭価格が高いため、平準化コストが55米ドル/MWhを

超えている。

一般に投資コストは、総発電コストの1／3強を占め、O&Mコストが約20%、燃料が
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IGCC：ガス化複合発電
出典：NEAおよびIEA(2005年)
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45%程度を占める。しかし、地域的な条件、特に石炭価格による影響が大きいため、こ

の割合は国により著しく異なる可能性があることを強調しておきたい。例えば、南アフリ

カ共和国においては、報告されている石炭価格は低く、投資が総平準化発電コストの

75%以上を占めている。

割引率を10%とすると(図6.5参照)、ほとんど全ての石炭火力発電プラントの平準化

発電コストは35米ドル/MWhから60米ドル/MWhの範囲に分布している。スロバキア

共和国の亜炭燃料プラントおよび日本のプラントがこの範囲の上限より高く、南アフリカ

共和国の2基のプラントだけが下限より低いコストになっている。投資コストは大部分の

場合に約50%を占め、O&Mコストが15%、燃料コストが35%程度を占める。割引率

が5%の場合の評価のように、南アフリカ共和国は、報告されている石炭価格が極めて安

いため、投資が総コストの85%以上を占め、ここで再び際立った例外になっている。割

引率が5%の時の結果に示されているように、地域的条件は国により、また、時には同じ

国内プラントによっても、総コストに占める要素の比率の間で重大な変化に至ることがあ

りうる。

天然ガス火力発電プラント

テータを提供した全ての国において、天然ガス火力発電プラントの建設コストは、石炭

火力または原子力の各発電プラントより低くなっている。さらに、報告されているガス火

力発電プラントのO&Mコストは、国により大きく変わるが(他のプラント種類の場合にも
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当てはまるが)、石炭火力または原子力の各発電プラントよりも低くなっている。

5%の割引率では、ガス火力発電プラントの平準化発電コストは(図6.6参照)、37米ド

ル/MWhから60米ドル/MWhの間で変化しており、55米ドル/MWhより高い平準化発

電コストのユニットは、わずかに4基(ギリシャ、イタリア、オランダおよびスロバキア

共和国)だけである。平均的に燃料コストは総平準化発電コストの約75%から80%を占

め、一部の場合には最大で90%近くを占める。したがって、ガス発電の平準化コストの

推定値の主たる決定要因は、各国の専門家が行ったそれぞれの国における天然ガス価格2

および、その(一定通貨価値における)上昇(上昇率)についての想定条件と言える。投資コ

ストは、総発電コストの約15%を占め、また、O&Mコストはほとんどのケースで、約

10%に過ぎず、ほとんど無視できる程度のケースもあった。

10%の割引率で、天然ガス火力発電プラントの平準化発電コストは(図6.7参照)、40

米ドル/MWhから63米ドル/MWhの間にある。この場合の平準化コストは、ガス火力プ

ラントの総発電コストに占める投資コストの割合が小さいため、5%の割引率の場合より

わずかに高い。燃料コストは、5%の割引率の場合の割合よりわずかに小さい(約73%)が、

依然として総発電コストの主要寄与因子になっている。投資コストおよびO&Mコストは、

それぞれ総発電コストの20%および7%を占めている。
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図6.6　5%の割引率における天然ガス発電の平準化コスト
(米ドル/MWh)

出典：NEAおよびIEA(2005年)
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2 2008年半ばの天然ガス価格は、2005年に発行された同研究の想定のほぼ2倍であ
った。



原子力、石炭および天然ガス発電プラントのコスト範囲

図6.8は、この研究において調査された、3種類のベースロード電力発電プラント(各区

分において、上端および下端の5%の値は除外した)に対する平準化された投資、O&M、

燃料および総発電コストをまとめたものである。
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図6.8　原子力、石炭および天然ガスの各発電プラントに対する割引率5%
および10%の場合の平準化コストの範囲
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注：平準化発電コストの上端および下端の5%の値は図中の範囲から除外した。
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出典：NEAおよびIEA(2005年)
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平準化発電コストの燃料価格に対する感度

表6.6に示すように総発電コスト構造(すなわち、投資、O&Mおよび燃料の各コストの

割合)は、様々な種類のプラント間で顕著に異なっている。

このコスト構造のため、燃料価格の変化に対する総発電コストの感度は、プラントの種類

により大幅に異なる。燃料価格を2倍にすると、石炭は発電コストが約40%、ガスの場

合は75%、原子力の場合は4%(ウラン価格のみ2倍)、それぞれ増加する。原子力発電コ

ストは、燃料サイクル全体のコストが2倍になると、15%増加すると考えられるが、産

業規模の施設から提供される燃料サイクルサービスのコストが、原材料のコストより安定

していることに注意すべきであろう。

6.5 所得税および資金条件の発電コストへの影響
伝統的な実質価格平準化発電コスト法(constant-money levelised generation

cost methodology)(NEAおよびIEA、2005年)は、電気事業者、政府機関および国際

組織により代替発電の選択肢の経済的評価を行うため、広く使用されている。この方法は、

特にスクリーニング研究および国際比較に適した透明性のあるしっかりとした結果をもた

らす。しかしながら、この方法は、経済的には厳密であるが、規制撤廃された電力市場に

おいて投資家の選択に影響を及ぼす全ての要因を考慮しているわけではない。特に、この

方法は、投資家が負担すべきコストに重大な影響を与える可能性がある所得税および資金

条件を考慮していない。本節では、これらの要因を考慮するために考えられた手法を用い

て実施された計算例の結果を示す(BertelおよびPlante、2007年参照)。

6.5.1 方法論

計算例に適用した手法は、主として投資／資本コストの処理の面で実質価格平準化発電

コスト法と異なっている。この計算は、名目／現行通貨で行なわれるが、これは全てのコ

ストが基本年に採用された最初の価値から、想定された物価上昇率(インフレ率)に従って

引き上げられることを意味し、必要に応じて、時間の経過に伴う正または負のインフレ率

を含めることができる。融資に対する支払いも、それ自体にインフレーション傾向を含む

貸付利子率に従って計算される。
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表6.6　発電コストの構造
（合計のパーセントの近似値）

コスト
要素

5%の割引率 10％の割引率

原子力 石炭 天然ガス 原子力 石炭 天然ガス

投資 50 35 15 70 50 20

運転および保守(O&M) 30 20 10 20 15 7

燃料 20 45 75 10 35 73



資本投資、燃料コストおよびO&Mコストと共に所得税の支払いに関連した毎年の支出

は、インフレーションを考慮して計算される。支出には、例えば原子力発電プラントの場

合、適宜、廃棄物管理／処分および廃止措置コストが含まれる。資本投資は、返済期間に

発生する支出と共に2つの部分(資本要素および債務要素)に分けて処理される。また、適

切な年間の資本償却も税の計算のために算定され、所得税は、正味の総所得から資産償却

分を差し引くことによって算定される課税収入に課せられる。

年間の収入は年間の発電量に電力の卸売り価格を乗じて計算される。電力の販売価格は、

インフレ率に従って引き上げられるが、一定貨幣価値の場合には、プラントの寿命を通じ

て変更されない。

この方法では、資金の枠組みおよび所得税が平準化された発電コストに及ぼす影響の詳

細な評価ができる。この計算方法では、後述する計算例に示されているように、平準化さ

れたコストの3つの要素(資本、燃料およびO&M)を計算し、他の要素から切り離して所

得税を示すことも可能である。

6.5.2 計算例

米国で普及している平均的条件に対応した自由化市場という条件の下で運転されている

原子力、ガス火力および石炭火力の発電プラントという3つの発電源について計算を行っ

た。技術的および原単位のコストについての想定条件(表6.7参照)は、具体的な設計を反

第6章　安定かつ合理的なコストでの電力供給
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表6.7　技術およびコストのデータ

単位 原子力 天然ガス 石炭

初期オーバーナイト
資本コスト

2,000 650 1,400

プラント寿命 40 25 40
建設期間 60 24 48
設備利用率

熱効率
(低発熱量)

% 90 90 90

% 33 58 44

廃止措置 350 0 0

燃料コスト 0.50/MBtu 6.0/MBtu 40/トン

燃料コストのエスカレーション % 0 0 0

廃棄物管理 0.1 0 0

運転および保守(O&M) 50 25 50

O&M　コスト上昇率 % 0 0 0

年間資本コスト
増加

20 6 12

米ドル/kWe

年
月数

100万米ドル

米ドル/MBtu
(百万Btu)
あるいは

米ドル/トン

米セント/kWh

米ドル/kWe･年

米ドル/kWe



映したものではないが、現在の市場で入手可能な最新技術を例示したものとしている。

入力コストデータおよび結果、すなわちkWh当たりの発電コストは、2007年価値の

米ドル(USD)で表記されている。便宜上、この計算では100万kWの容量のプラントに正

規化されているが、計算結果は、想定されている具体的なオーバーナイト資本コスト(米

ドル/kWe-設備容量)が検討対象プラントに対して適切であれば、プラントの規模とは無

関係に有効である。

投資家および金融機関のリスクの認識によって、財務パラメータが変わる可能性がある

ことを認識し、計算は、2つの対照的な経済および融資条件(緩やかな融資制約および厳

しい融資制約)に対して行われた。対応する財務パラメータを、表6.8にまとめた。

厳しい融資条件は、負債に対する資本の割合が高く、また株主資本利益率が高く、かつ

利率の高い、発電プロジェクトへの投資家の信頼度が低い場合に対応している。緩やかな

融資条件では、負債に対する資本の割合が低く、株主資本利益率が低く、利率も低い、発

電プロジェクトの経済的持続性の面で潜在的投資家の信頼度が高いことを想定している。

融資条件は、原子力、天然ガスおよび石炭に対して同じであると想定されてきた。一部の

研究では、潜在的投資家から他よりもリスクが高いと認識される資源や技術もあると、議

論されている場合もあるため、これは必ずしも事実とは一致しない。適用モデルによって、

異なった技術に対して、異なった融資の制約を想定することの影響を明らかにしつつ、感

度分析を行うことが容易になろう。
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表6.8　財務パラメータ

3 3 3 3 3 3インフレ率

資本比率

資本金収益率

資本回収期間

負債比率

負債の利率

負債期間

所得税率

減価償却期間

減価償却予定

30 30 30 60 60 60

12 12 12 15 15 15

40 25 40 25 25 25

70 70 70 40 40 40

7 7 7 9 9 9

15 15 15 15 15 15

38 38 38 38 38 38

15 15 15 15 15 15

MACRS* MACRS

* MACRS：修正加速償却法は、米国の所得税法で要求されている資産の加速償却の現行手法である。
MACRSの下では全ての資産は、資産のコストが回収される年数が規定されたクラスに分割される。

単位
緩やかな制約 厳しい制約

原子力 天然ガス 石炭 原子力 天然ガス 石炭

年間％

%

%

年

%

%

年

%

年



6.5.3 結　果

緩やかな融資制約および厳しい融資制約の各ケースに対する表6.9および表6.10に記

載された所得税を含む様々なコスト要素について、計算に所得税が含められる場合には、

3つの発電技術全てに対する発電コストは増えるが、融資の枠組みおよび所得税の影響は、

技術毎に著しく変わることを示している。これらの差は、従量制(kWh当たり)の課税収入

が検討対象の発電源のコスト構造に対して極めて感度が高いため生じている。
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原子力 天然ガス 石炭

所得税抜きの
資本

24.9 7.9 16.3

所得税 3.9 1.0 2.5

所得税を含む
資本

28.8 8.9 18.8

運転および保守(O&M) 6.3 3.4 6.3

燃料 6.2 39.2 13.3

所得税抜き
合計

37.4 50.5 35.9

所得税込の
合計

41.3 51.5 38.4

原子力 天然ガス 石炭

所得税抜きの
資本

37.7 10.5 24.5

所得税 10.8 2.6 6.9

所得税を含む
資本

48.5 13.1 31.4

運転および保守(O&M) 6.3 3.4 6.3

燃料 6.2 39.2 13.2

所得税抜き
合計

50.2 53.1 44.0

所得税込の
合計

61.0 55.7 50.9

表6.9　緩やかな融資制約の下での発電コスト
(米ドル/MWh)

表6.10　厳しい融資制約の下での発電コスト
(MWh当たり米ドル)



資本に対して予想される利益率を支払うために割り当てられる収入に対応する年間の課

税収入は、収入から燃料コストおよびO&Mコストを含む運転経費、金利支払いおよび資

産の減価償却費を差し引いたものに等しい。課税収入は、プラント建設に必要な資本投資、

資本金／負債率および必要な資本利益率によって変わる可能性がある。

したがって、具体的な年間の課税収入は、資本集約的な原子力のような発電源の場合に

高く、石炭の場合に少なく、およびガスの場合に最も少ない。

・緩やかな融資制約の下では、所得税を含めると発電コストが、原子力の場合には10%、

石炭の場合には7%、また、ガスの場合にはわずかに2%だけ増加する。

・厳しい融資制約の下では、所得税による差の増加は資本コストの高い技術の場合にはさ

らに高くなる、すなわち、原子力の場合は22%、石炭の場合は16%、およびガスの

場合には5%だけ増加する。

発電コストに所得税を含めると、発電源の相対的競争力が変わる可能性がある。たとえ

ば、厳しい融資制約の下では、原子力は税抜きでは天然ガスより競争力があるが、税を含

めると天然ガスの方が安くなる。このことは、いかなるコスト評価においても、採用され

た想定条件、入力データおよび境界条件を全て、詳細な結果と共に提示することが重要で

あることを浮き彫りにしている。

6.5.4 所得税率に対する感度

前述したように基本となる計算は米国で主流の平均的な条件に対応した自由化された市

場の条件で実施された。したがって、所得税は38%と推定された。しかし、税率は国に

より約15%から40%超まで幅広く変わる。他のパラメータを変えないで、税率を変化

させることによって、結果がどのような影響を受けるのかを見ることは興味深い。この感

度計算では、所得税率について、15%から45%までの範囲を考慮している。

ベースケースでは、感度計算は原子力、天然ガスおよび石炭の各発電プラントに対して

行われた。図6.9および図6.10は、発電コストに対する所得税率の変化の影響を示した

ものであり、税抜きで計算された発電コストに付加されるパーセントで表記されている。

2つの対照的な融資制約の枠組みにおけるある範囲の所得税率に対して実施された計算

は、これらのパラメータを考慮すると、発電源の相対的競争力が変わる可能性があること

を示している。つまり、政府が施行する課税制度は、技術に関係している発電コストにも

影響を及ぼすと結論づけることができる。政府の政策立案者は、国家のエネルギー政策目

標に合致した課税制度を施行するため、この点を考慮に含めた選択を行うこともできる。
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6.6 外部性
他のエネルギー源と同様に、原子力エネルギーにも、その外部コストの評価のため、十

分に認識、評価されるべきリスクと便益がある(NEA、2007年)。この過程において、

経済的(内部化された)コストおよび潜在的な外部コストの間の境界を正確に区分するこ

と、ならびに外部コストが内部化された場合の全体コストへの影響を示すことが不可欠で

ある。事実、経済活動により何らかの負または正の影響が発生し、かつ第三者にその影響

が及び、さらに、市場で値段がつけられていない場合、その場合に限り、外部性は存在す
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る。

よく外部コスト(NEA、2003年)を伴っていると言われている原子力エネルギー分野

には、原子力施設の廃止措置および解体から生じる将来の財務責任、日常運転時の放射性

物質放出の健康および環境への影響、放射性廃棄物処分、ならびに、万一、過酷事故が発

生した場合に発生する可能性のある影響が含まれる。これらの各分野の発生費用について

は、これらに対応できる十分な資金がタイムリーに得られず、信頼できる独立組織を通じ

て保証が得られず、かつ原子力発電コスト(および市場価格)に含まれない場合に、外部コ

ストになる可能性があることを認識しておかなければならない。しかしながら、次のパラ

グラフに示すように、このような資金源を提供し、これにより、大幅にこれらの潜在的外

部性を内部化する多くの仕組みも確立されている。

原子力エネルギー産業は、原子力施設からの気体状および液体状廃棄物の排出に関して

厳しい制限を課すと共に、固体放射性廃棄物が人間の健康および環境に有害である可能性

がある限り生物界からの隔離を確保するための格納(containment)および閉じ込め(con-

finement)を要求する規則の下で運営されている。したがって、原子力発電プラントおよ

び燃料サイクル施設の資本コストおよび運転コストは、上記の潜在的な外部コストの大部

分をすでに内部化しており、これらは原子力発電電力の消費者が支払う料金に反映されて

いる。

廃止措置コストは、モデル計算および産業界の経験に基づき見積もられている(詳細は

第8章参照)。同コストは、原子力発電プラントの総投資コストのわずかな部分を占めて

いるに過ぎない。廃止措置の活動および支出は、プラントが発電を停止した後に発生する

ため、廃止措置基金は、電気料金の一部として、"汚染者負担原則"に従ってプラントの運

転中に積み立てられる。OECD諸国においては、廃止措置コストが正しく見積もられ、

必要な資金が必要な時に利用できるように積み立てられ、かつ安全に蓄えられるようにす

るため、様々な仕組みや枠組みが整備されている。

高レベル放射性廃棄物処分コストは、廃止措置コストと同じように取り扱われている。

原子力施設の運転事業者が作成する処分コストの見積もりは、独立した政府機関によるチ

ェックおよび監査を受け、運転事業者により、通常は単位生産当たりの付加金として、将

来の費用支払い対応のため、適切な資金が蓄えられており、このような措置によって、こ

の潜在的な外部要因は内部化されている。

原子力の過酷事故の影響に関しては、事故発生時の第三者損害賠償責任の範囲を示すた

め、多くの特別な法制度が実施されてきた(第10章参照)。これらの制度は、民生用原子

力発電産業の開始以来整備されてきたが、2つの理由から原子力発電の開発には必要不可

欠であると考えられている。まず第1に、同制度は、投資家にとって無制限の損害賠償責

任の問題をほとんど解決し、第2にその確率は極めて小さいにしても、過酷事故から被害

を受ける可能性についての公衆の懸念に高いレベルの保証を与えるためである。整備され

ている枠組みには幾つかの差異があり(例えば、フランス、日本または米国の間での差)、

また極めて過酷な事故の場合には保険契約、またはその他の民間資金による補償のメカニ
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ズムでは、全ての損害に対応できず、他の産業事故の場合と同様に、当該国の政府が介入

する可能性が高くなる。

定常運転時の放射性物質の放出の潜在的な健康および環境への影響に関連した外部性が

残されている(第4章も参照)。これらは、多数の総合的研究、特にECのJoule研究プログ

ラムの枠組み内で創設されたExternE(エネルギーの外部性)プロジェクト(EC、1995年)

において評価されてきた。様々な研究から得られた種々のエネルギー源に関する直接(内

部化されている)コストおよび外部コストの双方に対する結果は、かなり広い範囲にばら

ついているが、各技術に対する直接コストおよび外部コストの相対的な規模に関して、次

のような幾つかの一般的な結論を引き出すことができる。

・化石燃料およびバイオマスの場合、外部コストは直接コストと同じオーダーの大きさで

ある。

・原子力、太陽光発電および風力発電の場合は、外部コストは直接コストより少なくとも

1桁小さい。

エネルギーの外部性は、もちろん環境および健康関連の影響に限定されるものではなく、

エネルギー供給セキュリティ、コストの安定性、および雇用や貿易に対する幅広い経済的

影響のように、市場価格に反映されないマクロ経済、政策または戦略的要因から生じる可

能性もある。これらの外部性は、一般的に定量的評価にはなじまないが、一部の研究では、

定量的に分析され、その結果、これらが市場価格の歪みの大きな原因にならないことが示

されている。このような外部性が内部化されれば、直接コストに対する比率は小さいが、

その影響は、原子力エネルギーにとっては肯定的(コスト上、優位)と言えよう。

6.7 エネルギー供給セキュリティ
上記のように外部性は、商品またはサービスの生産および使用に関連した、生産者また

は消費者が負担しないコストまたは便益である。環境面での外部性が、最も知られている

が、外部性の概念はエネルギー供給確保にも適用できる。

"エネルギー供給セキュリティの外部性"は、燃料の使用者が直接負担しない、特定の燃

料の使用によって全体として生じる、経済に対する負担と定義できる。エネルギー消費者

は特定の燃料を使用することにより、需要に影響を与え、かつその結果、供給が中断した

場合、他の者が、要求しているエネルギーサービスを、市場実勢価格で供給を受けられる

確率を削減している可能性もある。これらの他の者たちは、さらに高い価格を補償無しで

支払わなければならない可能性もある(NEAおよびIEA、1998年、付属資料9)。電力分

野においては、余剰設備に対する投資に加えて、発電中断の確率を低減するために適用で

きる明白な方法が2つある。すなわち、発電技術および投入燃料の多様化、ならびに燃料

の備蓄である。

多様化は様々な問題に対する保険として機能する。プラント技術の多様化は、例えば、

ある種の技術の基本的な設計欠陥が補修または改修のため発電容量全体の大部分を停止し
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なければならない事態を引き起こすリスクを削減してくれる。同様に、燃料種類または供

給源の多様化は、ある燃料種類またはある供給源の供給が中断した場合の影響を最小限化

することができる。

発電プラントへの投資決定は、低価格ではあるが、何らかの供給不確実性を伴うものと、

低いレベルの不確実性を達成するため、高い価格を受け入れることの間でトレードオフを

行うことを意味している。コストは高いが、確実な発電オプションは、供給の途絶または

低価格プラントの燃料価格の大幅な高騰に対する「保険政策」として機能する。自由化さ

れた競争的な電力市場において予想されるように、高い割引率は化石燃料価格の上昇によ

って生じる将来の電力コスト増加に対する現在の価値を下げることから、割引率が高くな

ると、社会がこうしたリスクから身を守る動機付けが乏しくなる(NEAおよびIEA、

1998年、付属資料9)。スコティッシュ・ニュークリア社向けに1994年に行われた研

究(Scottish Nuclear、1994年)は、正に競争的な電力市場が多様化に対して逆方向に

働くことを言外に予告している。この研究は、多様化を選択することによって、また、特

に化石燃料以外のエネルギー、とりわけ原子力を利用することによって、化石燃料価格の

高騰のリスクから社会を守る上で有利になると論じている。主な結果として、同研究では、

原子力発電はほとんど余分なコストをかけずにリスクを著しく削減できると述べている。

6.7.1 資　源

燃料の供給セキュリティを測るのに使用できる指標の1つに、現在の既知埋蔵量

(known resources)と現在の年間消費量の比で表現された一次エネルギー源の寿命期間

が挙げられる。ウラン資源、その生産および需要に関する統計データはNEAおよびIAEA

により定期的に収集され、これらのデータに加えて供給－需要バランスの傾向、価格およ

びウラン生産産業のその他の局面に関する分析についても示した書籍として１年おきに発

行されている。最新版(NEAおよびIAEA、2008年)では、ウランの確認埋蔵量(identi-

fied resources)は、現在の原子力発電量100年分に対応する上で十分であることが示さ

れている。図6.11は、資源の寿命期間についてウランと化石燃料とを比較したものであ

り、発電用のウランに対する化石燃料の代替品である天然ガスおよび石炭の数字は、それ

ぞれ65年および155年であるとされている(BP、2007年)。

しかし、資源も年間需要も時間と共に変化することに注意すべきである。ある燃料の消

費は、経済成長、代替物との競争、および行動様式の変化に依存して増加または減少する

可能性がある。その燃料の資源は、探査努力、回収技術の改善および価格の引き上げ(こ

れにより経済的とは言えないような埋蔵物が経済的に回収可能な資源に変わる可能性があ

る)により増加する可能性もある。

したがって、上記の寿命期間の計算値は、あるエネルギー資源のその時点の供給可能性

を静的に示しているのに過ぎない。

ウランの場合、探査および採掘が比較的最近再開され、新しい資源を発見する可能性は

相対的に高いと言える。最近のウランのスポット市場価格は上昇していて、採掘会社は探

査および開発努力を強化している、この結果、確認埋蔵量が著しく増加する可能性がある
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(第5章参照)。

確認埋蔵量を上回る在来資源および将来的には商業的に可採資源になると期待されてい

る非在来資源がある。可採鉱物資源レベルの増加傾向は全体的な傾向で、石油でも同じよ

うに見られている。例えば、タールサンドおよびその他の非在来資源の支援付き回収およ

び開発は、可採資源量を増やす可能性が高い。

さらに、核燃料供給は、新たに採掘されたウラン以外の各種資源、例えばリサイクル物

質およびトリウムなどに求め続けられる可能性もある。核燃料をリサイクルできるという

能力は、一度燃焼するとほとんど全く残留エネルギー価値を持たなくなる化石燃料と異な

った核燃料固有の特徴と言える。ワンス・スルー核燃料サイクルから発生する使用済燃料

には、未燃焼の核分裂性燃料と共に中性子を吸収すると核分裂性物資に変わる物質が含ま

れており、後者は適切に設計された原子炉で核分裂性プルトニウムに変換することができ

る。燃料を再処理し、核分裂物質を混合酸化物(MOX)燃料として軽水炉にリサイクルす

ることにより、資源基盤は約30倍にも伸びる。さらに、高速中性子"増殖ﾒ炉でウラン資

源の大部分を核分裂性物質に転換することによって、所定量のウランから取り出せるエネ

ルギーを最大60倍にも増やすことが可能である。このような種類の原子炉および燃料サ

イクルへの移行を決定することにより、使用済燃料の処分場または貯蔵施設を核燃料の鉱

山に転換することが可能である。これは、使用済燃料を廃棄物ではなく、潜在的な資源と

見なして、使用済燃料の回収能力を維持しようとする理由の一部になっている。

表6.11は、経済的に採掘可能になる可能性がある追加の在来資源および非在来資源の

効果、ならびに高速中性子原子力発電システムの導入の効果を考慮して、ウラン資源の寿
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命期間を評価した結果を示したものである。

原子力発電プラントの特性の魅力は、発電コストの安定性にあり、原子力発電コストは

石炭火力発電プラントやガス火力発電プラントとは対照的に、燃料価格の変化に対して極

めて影響されにくい。原子力発電プラントは、資本集約的であるが、総コストに占める燃

料コストの割合が低いため、その運転コストが化石燃料代替物と比べて、極めて低い。

燃料供給の経済的安定性の観点から、原子力発電を追加するメリットは、核燃料の高い

エネルギー含有量、燃料がセラミック形態であることによる物理的および化学的安定性、

ならびに原子力発電の総コストに占める燃料の割合が低いことにより、原子炉サイトに戦

略的在庫を保持することが可能かつコスト効率も良く、供給中断の解決に豊富な時間が取

れることにある。また、ウランのエネルギー密度が高いことにより、輸送が容易で、輸送

システムの途絶に左右されにくくなる。

6.8 競争電力市場における原子力発電
既存の大部分の原子力発電プラントが計画され、建設された時には、電力供給は、価格

統制を受けているか、または国有の、国内または地域的なサービス提供区域内で独占また

は独占に近い形態をとることが多い垂直統合された電気事業者の責任であった。このよう

な電力供給システムにおいては、価格はコストに直接関係し、電気事業者には競争圧力は

殆どなかった。

大部分のOECD諸国では近年、電力供給産業の再構築によって、電力の競争的な卸売

市場の導入に至り、一部のケースでは、垂直統合された電気事業者の「アンバンドリング」

(すなわち発電と送電／配電を別々の事業に分割する)に至っている。原子力発電を持ちな

がら、完全自由化され、ﾒ構成部門が分離売却(アンバンドル)されたﾓ市場の事例として、

フィンランド、スウェーデン、英国および米国の一部が挙げられる。

他の国々は、独立した発電事業者を持つ卸売市場を導入したが、1社またはそれ以上の

垂直統合された電気事業者を持ち続けている。欧州連合内部に機能面の「アンバンドリン

グ(発電と送電／配電を同じ会社の別の子会社が行う)」が競争的市場を繁栄させるのに十
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分であるかどうか、あるいは所有権の完全な「アンバンドリング」が必要かどうかについ

ての議論が続いている。しかしながら、電力市場の再編の詳細は、国毎に著しく異なるが、

ほとんど全てのOECD諸国の電力供給システムでは、今や何らかの競争が生じている。

このような再編の熱意は、1990年代および2000年代初めに最高潮で、この時期に

は多くの国に余剰の発電容量があり、結果的に出現した自由化市場は、電力価格を下げる

ための経路であると考えられていた。ここ最近は、電力市場再編のペースが緩慢になり、

2～3の事例においては、需要の増加、余剰発電容量の縮小および化石燃料価格の高騰と

共に卸売市場の電力価格が上昇したため、以前の再編が部分的に覆されている。

競争的な電力市場のもう一つの重要な部分は、電力の国境を越えた取引の機会を市場が

増やすことである。適切な送電容量がある場合には、ある国の卸売市場に隣接する国々の

発電者から供給できる。これは欧州内においては特に頻繁に行われるようになったが、欧

州では多くの国々(大部分はEU加盟国)の電力系統は既に統合されている。既存の発電事

業者が伝統的な営業地域を支配している一部の国々においては、競争の多くは、こうした

国境を超えた取引、または地域内の取引によって生じている。EUは、引き続きEU加盟各

国およびその近隣諸国の間とのこういった取引を増やす上で重要な役割を演じている。

このように、現在の状況は、様々なOECD諸国間(一部の場合には国の内部)で大きく異

なっている。最も自由化が進んだ国々および地域には、多数の発電事業者(外国の発電事

業者も含む)が独立配電会社および大規模な産業消費家への供給を競っている、安定した

卸売市場および小売市場がある。しかしながら、他の国では、発電および供給の大部分は、

既存の電気事業者に依存しており、競争は、ごく限られた影響しか与えていない。

技術および経済の双方の理由から、原子力発電プラントをベースロード発電源として連

続的に運転することが最も効率的である。原子力発電は、限界費用が比較的低いため、発

送メリットの順番が高くなっているが、これは大部分の卸売市場において、原子力発電は

「価格受容者(price taker)」であることを意味しており、すなわち、原子力発電は、任意

の時点で運転中の最も高価な発電源(通常天然ガス火力、または石炭火力プラント)の限界

費用によって設定される市場価格を常に受け入れている。これに対する主な例外が英国で

生じており、英国では卸売り価格が高いことに対する懸念に対応して、電力市場の再編が

「入札通り」の価格設定システムの採用に至った。これによって、原子力発電プラントの

運転事業者の財務成績が劇的に低下し、その後、政府の財政的支援およびその株式資本の

再編が必要になった。

しかしながら、大部分の電力市場の状況としては、既存の原子力発電プラントは、極め

て価値のある発電資産である。そのほとんどを1970年代および1980年代に負担した

建設の資本コストは、大部分の場合既に償却し終わっている。これらが、高い稼働率で、

確実に、かつ効率的に操業するのであれば、原子力発電プラントは、その生産コストより

十分に高い収入を生み出すことができる。多くの場合、これがこれらのプラントの運転寿

命延長や、出力増強のための追加の資本投資を経済的にも魅力的にしている。このような

投資は、OECD地域の多くのより古い原子力発電プラントで行われており、このプロセ
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スは続くものと予想される。

したがって、全体的に、より競争的な電力市場へ移行することは、一般的に既存の原子

力発電プラントには好ましい動きである。多くの場合に自由競争圧力は、運転成績の改善

を促し、これら発電資産の全体価値を認識できるようにした。こうして、寿命期間を延長

し、さらに性能や出力を強化することを目的としたこれらのプラントの改良に対して、再

び投資が行われるようになった。

6.9 新規の原子力発電プラントへの資金提供
多くのOECD諸国において、発電インフラは高経年化しており、大部分のOECD諸国

は、今後の需要の伸びが、わずかではあるが、マイナス成長であると予想しているにもか

かわらず、今後10年から20年の間に発電設備への大規模な投資が必要となり、新たな

投資の全て、または大部分が廃止設備のリプレースを目的としたものになる。しかしなが

ら、2～3のOECD諸国では、電力需要が急速に伸びつつあり、その総発電容量を大幅に

増強する必要が生じている。

同時に、発電分野からの二酸化炭素の排出を抑制することが政治的優先事項になってき

ており、多くの政府が排出削減に対して厳しい目標を設定している。炭素をほとんど排出

しない大規模な電源として、原子力発電が果たすことのできる役割が、次第に認識される

ようになってきている。さらに、一部のOECD地域においては、化石燃料の供給セキュ

リティに関する懸念が増大している。特に、発電用の天然ガスの使用量の大幅な増加が最

近見られるようになってきた。需要が増加するにつれて、天然ガス価格が上昇する恐れが

あり、限られた供給源への過剰依存のため供給セキュリティに関する懸念も生じている。

このように、エネルギー供給源の適切な多様化を確保することが更なる政策問題になって

いる。

こうした目標を達成するため、再生可能エネルギーの開発および導入を奨励するプログ

ラムが多くのOECD諸国で導入されてきた。しかしながら、今では、再生可能エネルギ

ーだけでは十分ではないということが多くの政府で認識されている。原子力発電に対する

投資の復活がない場合には、結果的に、天然ガスへの過度の依存、または石炭利用の復活

に至る可能性が高く、二酸化炭素の排出の削減は一層困難となろう。このような状況によ

って、幾つかのOECD加盟国は、休止状態にある原子力プログラムを再開するか、また

は新たな原子力プログラムに着手する検討を公式発表するに至っている。

6.9.1 原子力発電プラントへの新規投資のための枠組み

OECD諸国では最近、ほんの一握りの新規の原子力発電プラントが建設されたにすぎ

ず、多くの場合、最後の原子力発電プラントが建設されて以降の競争的電力市場の導入が

投資の枠組みを変えた。さらに、一部の国における過去の原子力発電プラントの建設の多

数の遅延およびコスト超過という名残りが、潜在的投資家を相当ためらわせている可能性

がある。このような要因は、新規原子力発電プラントの資金調達を以前より一層複雑化さ
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せる可能性が高い。原子力発電が自国の電力供給の維持または増大に寄与することを期待

する政府にとって、これは大問題である。

OECD諸国での数少ない新規原子力発電所の発注の内、その多くは国が管理する、垂

直統合された電気事業者が支配的(フランスおよび韓国などのように)な国で行われてい

る。顕著な例外として、フィンランドで建設中のオルキルオト3号機が挙げられるが、こ

れは大規模な産業用電力消費者である企業連合からの資金提供を受けている。これは類似

の環境が存在する場合には有用なモデルであるかもしれないが、このような資金調達手段

が他の国々で広く再現される可能性はなさそうである。

いくつかのOECD諸国において、新規の原子力発電プラントへの投資を奨励する措置

が検討されている。一般に、これらの措置には建設期間の遅延というリスクを低減するた

めの許認可および計画立案プロセスの改革が含められている。また、一部には、目標を絞

った財政的奨励策も検討されている。米国はこの分野で先んじており、初号機に対するリ

スクを負うことへの投資家の忌避感を克服するため、限られた数ではあるが、新規の原子

力発電プラントに対する債務保証および税制上の優遇策を提供する法案を既に発効させて

いる。原子力発電プラント建設の最近の経験が極めて少なく、また現在得られる新型炉設

計は、大部分の既存の原子力発電プラントの設計から大幅に変更されているため、このよ

うなリスクが生じている。

政府の所掌範囲内にあって、原子力発電プロジェクトの実行可能性に重大な影響を及ぼ

すと見られるもう一つの要因は、気候変動政策である。排出削減措置が電力価格の引き上

げをもたらす限りにおいては、原子力発電プラントの運転によって、メリットが得られる

(限界費用による価格が電力市場で使用されていると想定して)。しかしながら、このよう

な政策が長期的に明確に確立されるまでは不確実性が残る。もし既存の石炭火力プラント

がその排出に対して、「新法令の適用が除外される(grandfathered)」ならば、つまり、

新たな排出削減措置から免除されるならば、または長期間の自由排出が許容されるならば、

電力価格に炭素コストが完全に反映されるのは何年も先になると考えられる。

欧州連合は炭素取引制度をすでに確立したが、それはわずかに2012年までの期間で

しかなく、また多くの既存の排出事業者には自由排出許可が与えられてきた。次期に向け

て、このような自由排出許可に対してさらに厳格な制限が提案されているが、これらは

EU加盟国間での合意が条件となる。米国は、これと同等の国家的な枠組みをこれから導

入しなければならない。しかし、何らかのこのような措置が今後2～3年以内に導入され

ると期待されており、ここしばらくは、現在の不確実性は、どのような種類であろうと、

新しい発電容量への大規模な投資を阻むことになりそうである。

6.9.2 原子力発電プロジェクトの特性

原子力発電プロジェクトのリスクの多くは、大型の基盤施設整備(インフラ)プロジェク

トと類似しており、比率が異なっているだけである。もちろん、産業用施設の建設および

運転に関連した大部分のリスクは、事業投資家が担うべきものであること、ならびにその

ようなリスクのコストは、プロジェクトの全体コストに組み込まれるべきであることは、
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競争市場環境下では普通である。こういったリスクには、投資家およびその契約者の直接

の管理下にあるリスク、または関係する事業の性質上、固有なリスクもある。

しかし、初期の原子力発電プラントの建設経験から、投資家の管理外であり、商業的な

資金提供のために対価をつけることが困難または不可能かもしれない原子力発電プロジェ

クトに固有な一部のリスクがあることが示されてきた。特に、これらには許認可リスク

(本質的に許認可プロセスにおける障害による遅延または中止も含むリスク)が含まれる。

廃棄物管理および廃止措置に関連したリスクもこの範疇に入るかもしれない。投資家を十

分に安心させるため、政府がそのようなリスクの緩和または負担に関与する必要が出てく

るかもしれない。

原子力発電プロジェクトの筆頭投資家は、通常は既存の電気事業者であることが予想さ

れ、これら電気事業者は、プラントの運転および少なくとも電気出力の大部分の販売に責

任がある。しかしながら、原子力発電プラントの建設は極めて多額の投資を意味し、大規

模な電気事業者を除いて、ほとんど全ての電気事業者は、他の投資家と投資リスクを分担

する必要がある。原子力発電プラントは、様々な資金調達形態(すなわち、債務および株

式)を組み合わせて、投資家のコンソーシアム(連合事業体)から資金を調達する可能性が

高い。

投資家には、他の電気事業者、産業界の大口電力消費者、原子力発電プラント建設会社、

銀行、その他の金融機関および投資ファンドが含まれよう。電気事業者および産業界の大

口電力消費者は、プラント出力の大部分を取得したいと望むかもしれないが、一方、他の

投資家は純然たる投資家である。政府または国立銀行(多国籍機関を含む)が債務または債

務保証に関与して、公共および民間からの資金調達を組み合わせることができる場合もあ

る。

全体的な資金調達のパッケージは複雑になる可能性があり、投資リスクの変動を反映す

るため、プラントの建設および運転期間中に、おそらく1度またはそれ以上再構築される

可能性がある。様々な投資家が負担するリスクは同じではないかもしれず、各投資家は、

受け入れるように求められているリスクを評価し、かつ対価をつけようとし、さらに、自

己の投資に相応の収益を求めるであろう。一般的に、政府が支援する債務者、あるいは政

府保証の恩恵を受けた融資は、完全に商業的な融資よりも低い利率が魅力になる。このプ

ロセスが、資本の全体コストを決定し、したがって、プロジェクトが財政的に実行可能か

どうかを決定することになる。つまり、原子力発電プロジェクトにおける各種の投資リス

クは十分に理解され、各投資家が受け容れることのできるレベルに限定できることが極め

て重要になる。

筆頭投資家が、十分に確立された規制の枠組みと協力的な政治情勢を持つ国の、大規模

な垂直統合された国有電力会社である場合には、追加の投資家を見出すのはそれほど難し

くないかもしれない。しかし、確たる規制の枠組みがほとんどなく、原子力開発に対して

幅広い政治的支持が得られていない国において、競争的な卸売市場で運営している民間の

電気事業者の場合、それ以外の条件が同じプロジェクトが経済的に存立しうるには、財務
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的なリスクが大きすぎることが示されよう。大部分の国における現実はれらの2つの状況

の間のどこかになりそうであり、各々の具体的ケースの詳細な条件に応じて、必要な資金

調達に成功または失敗する結果となるであろう。

6.9.3 運転段階

主要な投資リスクは建設段階中にあるが、原子力発電プラントの運転時に適用される重

要なリスクもある。これらのリスクには、燃料コスト、電力市場の価格、ならびにプラン

トの信頼性および性能などの通常の商業的リスクが含まれる。これらは、大部分の発電プ

ラントに存在するが、割合が異なる。

一般に核燃料価格のリスクは、化石燃料プラントより低いが、核燃料のコストの大幅な

上昇は、やはり利益に影響を及ぼす。大部分の電力市場においては、発電プラントは、限

界生産費用に基づき、最も低い限界費用のプラントに、必然的に優先権が与えられて、

「配備される」(電力系統システムに投入される)。したがって、原子力発電プラントは、

その限界費用が低い(図6.2および図6.3参照)ことが化石燃料プラントとの競争に好都合

であるが、原子力発電プラントの運転事業者は、彼らが市場で受け取る料金を殆どコント

ロールすることができない可能性がある。最近は大部分の運転成績が改善されたが、過去

には、長引く計画外の停止を伴う運転成績の低下に悩まされた原子力発電プラントもあっ

た。これらは、価格をつけ、プロジェクトの全体的コストに組み入れることの可能な通常

の商業的リスクである。

さらに、現在進行中の政治的および規制上のリスクがある。例えば、既存の原子力発電

プラントを持つ一部の国々では、原子力発電所の経済的寿命期間より前にプラントを強制

的に閉鎖して、原子力発電を段階的に廃止する政策を採択した。多くの場合には、運転事

業者は、ある場合には追加システムの遡及適用を要求されるなど、プラントが建設された

後に課せられるさらに厳格な規制要求のコストを負担することを余儀なくされてきた。こ

うした事例は、幅広い政治的支持の必要性や安定していて予測可能な規制および許認可制

度の必要性を浮き彫りにしている。

6.9.4 資金調達のまとめ

新規の原子力発電プラントの建設、運転は、明らかに経済的に成立し得るものであり、

リスクと報酬との間で適切にバランスがとれている場合には、資金も商業的な資金源から

調達できる。原子力エネルギーへの投資奨励を望む政府は、許認可および計画立案プロセ

ス、ならびに放射性廃棄物管理および廃止措置に関連したリスクのように、政府の直接的

な所掌にある特定のリスクを除去または緩和するための措置を講じる必要があろう。また、

炭素排出の対価または取引についての明確かつ長期的な取り決めを導入する必要も生じる

かもしれない。原子力発電プログラムに関する幅広い国内合意が得られれば、政治的リス

クを減らすことができる。原子力発電プラント・プロジェクトが長期を要するという性質

を前提とすれば、原子力発電プログラムに対する幅広い政治的支持は、政権交替後に原子

力エネルギー政策が大きく変化するリスクを削減するためにも必要となりそうである。新
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たな設計を適用した第1号機の建設リスクに関する不確実性を克服するには、初期段階の

原子力発電への投資を奨励するための特定の財政的奨励策も、ある状況においては必要か

もしれない。
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パートIII 現在および将来の課題への
対応





第7章　原子力安全性と規制



キーポイント
・OECD各国の原子力発電所および他の原子力施設の安全実績は、数多くの公表された

実績指標に見られるように、素晴らしい状況を続けている。放射線障害からの公衆衛生

および環境の保護は、原子力施設では相互に強め合った要素が複雑に配置されることに

よって確保されている。その要素とは、工学的設計仕様やしっかりした運転手順から強

力かつ有能な原子力安全性規制者の存在にまで及ぶ。過去20年以上、規制、安全管理、

原子力技術、および原子力産業によるALARA原理の適用面で、進歩があり、原子力発

電所での放射能の放出および労働者への放射線被ばくの相当な減少へと繋がった。この

高い原子力の安全実績は継続すると予想される。

・堅調な現在の安全記録は、原子力産業の成熟および規制システムの強固さを反映してい

る。共通的な認識として、系統的な安全評価および研究は、安全にとって最も重要な点

を識別することを助け、将来の安全問題と規制の課題を予見することにより、規制制度

の効率性および有効性をさらに改善できると考えられている。新しい原子炉設計が市場

に出てくる将来を見据えると、さらなる安全改良は、システム構成に「加えられる」の

ではなく、基本の原子炉設計に「組み込まれた」定量化可能な安全余裕を用いて達成さ

れるであろう。原子力運転者の間で世界的に、互いの経験と教訓、特に保守や停止中の

作業での最も優れた実践事例(ベストプラクティス)に関する交換が進んでおり、世界の

平均集団被ばく線量は既に小さくなっているため、新しい原子力建設によるその集団被

ばく線量へのインパクトはごくわずかであると見込まれている。

・原子力の安全性は普遍的な要求である。一つの見方として、1ヵ国の重大な出来事が近

隣の国々に影響するかもしれないという点で、これは自明の理である。また、たとえ原

子力安全を確保する責任が各国にあるにしても、原子力発電所を展開するすべての国々

が従うべきいくつかの国際的な取り決めがある。しかし、さらに電力市場が自由化する

とともに、原子力産業はより国際的になり、所有形態は変わり、またベンダー(製造供

給業者)は技術を輸出することをますます考える。その結果として、電力会社と規制者

の両方共に、それぞれの国の安全慣行について国際的な協調を促進することの利益を認

識している。

・特に新規原子力プラント建設が難しい世界経済環境の中で着手されていることから、い

くつかの要因が原子力安全の実績を現在の高レベルに維持しさらに改善するうえで重要

な役割を果たすであろう。これらの要因は、次のものを含んでいる：

必要な安全性を維持しつつ、大規模投資の前に問題の早めの解決を促すこととなる規

制の予測可能性と安定性；新しい原子炉設計を調査し評価するために、資源を有効活

用し国際的な慣行を調和させる革新的なアプローチの開発；事業者と規制機関の両方

の技術的能力を高いレベルに維持するため、原子力労働力を更新すること；また一般

大衆との透明性が高く明瞭なコミュニケーションを含む、原子力利害関係者との改善

された交流。さらに、原子力の安全とセキュリティの間の相互作用は、設計アプロー

チおよび組織的な戦略を定義する際に重要な役割を果たす。
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・現在の傾向が継続する場合には、原子力運転および規制に関してこれまでわずかな経験

しかない国々で原子力プログラムが進展しそうに見える。これらの「新しい」原子力国

が適切な法律や法令による規定を整えて、有効な規制当局を作り、それらの運転組織の

中に強い原子力安全文化を確立することを保証することは、国際社会の、特にベンダー

(機器製造供給)各国の責任となろう。

7.1 原子力安全の枠組み
原子力安全の達成とは、原子力発電所と他の原子力施設及び原子力関係活動において最

も高い実行可能な安全レベルを達成することにより、放射線のリスクから人々と環境を守

ることである。原子力エネルギーの有益な応用は、明白に公衆の健康と安全および環境を

保護する方法で行われる必要がある。また、それは容認しがたい国家的または国際的なセ

キュリティや核不拡散のリスクを招いてはならない。

多くの要因が、通常運転および事故シナリオの両面において原子力安全に寄与している。

それらは、原子力発電所の適切なサイト選択から始まり、高品質の設計、建設および運転

までを含んでいる。さらに、適切な運転と緊急時の手順、予防保全プログラム、確率論的

安全評価(PSA)手法の適用、運転経験や相互評価や他の安全評価から学んだ教訓の取り入

れ、および原子力安全文化の一貫した促進は、すべて安全の適切なレベルを保証する重要

な要素である。原子力エネルギーの使用は、高度に規制された活動である；事業者は原子

力施設の安全操業に対する主要な責任を負っているが、政府は法的な枠組みを確立し、規

制機関は、安全要求事項の適用を監視する、また国際的な原子力コミュニティは、原子力

施設の最高水準の安全実績を世界的に促進する支援ネットワークとなる。このように、原

子力発電所の運転による人間と環境への潜在的リスクは、包括的な原子力安全の枠組みの

中で最小にされると共に管理されている。

原子力安全についてのこの広範な理解は、国際的に同意され、2006年に国際原子力

機関(IAEA)およびOECD-原子力機関(NEA)などの他の国際的な機関によって制定された

「基本安全原則」に反映されている。原子力施設が、合理的に達成することができる安全

性の最も高い標準で運転されることを保証するために、安全要求事項が作られ、安全対策

が適用される基礎として10の原則が同意された。同意された一連の原則は、単純かつ簡

潔に国際的な原子力安全の哲学をまとめている(表7.1を参照)。
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これらの多くの安全基本原則は、国際社会で以前に設定されており、「原子力の安全に

関する条約」に含まれている。この条約は、1994年に採択され、今日原子力発電所を

運転する国をすべて含む61か国が締結している。「原子力の安全に関する条約」は、原子

力発電所を運転する参加国に対し国際的な水準を設定して高いレベルの安全性を維持する

ように、法的に付託することを目標としている。条約締結国の責務は、たとえば次の範囲

に及んでいる：

原子力発電所の立地、設計、建設および運転；十分な財源・人的資源の利用可能性；安

全性の評価と検証；品質保証；また緊急時対策、である。この条約は、より高い安全レベ

ルを達成しようとする共通の関心に基づいて、動機付けを行おうとする仕組みである。締

約国の定例会議では、義務となっているピア・レビュー実施について報告され、安全に関

する洞察や実践事例が提出、奨励されることによって、安全向上が図られている。

最初と第2の基本安全原則は、明示されたあるいは暗示された3者との関連で原子力安

全の枠組みを設定している：

この3者とは、原子力施設の運転者、規制者(その監視は安全要求が守られていること

を保証する)、および一般大衆(個々にも集団としても原子力による電気からの利益をうけ

第7章　原子力安全性と規制

210

表7.1　IAEAの基本安全原則

原則1:
安全の責任

安全確保の第一義的責任は、施設・事業に責任を有
する者が負わなければならない

原則2:
政府の役割

政府は独立した規制組織を含む、安全のために効果
的な法制度と行政制度を確立して維持しなければな
らない

原則3:
安全性のリーダーシップおよび管理

放射線リスクが起こりうる組織と施設においては、
安全のために効果的なリーダーシップとマネージメ
ントが確立され維持されなければならない

原則4: 
設備および事業の正当化

放射線リスクを生じる施設・事業は、正味の便益を
もたらすものでなければならない

原則5: 
防護の最適化

防護を最適化して、合理的に達成できる最高レベル
の安全を実現しなければならない

原則6: 
個人へのリスクの制限

放射線リスクを制御するための対策は、許容できな
い被害のリスクをいかなる個人も被らないことを保
証しなければならない

原則7: 
現在と将来の世代の防護

現在及び将来の人と環境を放射線リスクから防護し
なければならない

原則8: 
事故の予防

原子力事故や放射線事故の防止及び影響緩和のため
に、実行可能な全ての努力を行わなければならない

原則9: 
緊急時への準備および対応

原子力事故や放射線事故に対する緊急時への準備と
対応のための計画が作成されなければならない

原則10: 
既存のまたは規制対象外の放射線リ
スクを減らす防護措置

既存のまたは規制対象外のリスク低減対策は正当化
され、最適化されなければならない



るものであるが、しかしどんな潜在的な放射線リスクによっても確かに影響されないこと

を望んでいる)である。

原子力の活動が有益であるためには、この中核となる原子力安全の目的(人々と環境を

イオン化する放射線の悪影響から防護すること)が、放射線リスクを生じうる設備の運転

あるいは活動の遂行を過度に制限せずに達成されなければならない。合理的に達成できる

最も高い水準の安全性を確保するように、設備が運転され、その活動が遂行されることを

保証するために、人々の放射線被ばくや環境への放射性物質の放出を制御し、原子力施設

の運転で制御不能となるかもしれない出来事の可能性を制限し、万が一そのようなことが

起こっても被害を少なくする対策が取られなければならない。

7.2 設計および運転:原子力施設安全性の基礎
原子力施設の安全性の程度は、実行されている活動の中身、いわゆる受動的安全性によ

って設備設計から取除ける事象の程度、それに組み込まれた工学的防護、および、組織や

運転者の訓練と手順、に依存する。結局のところ、原子力施設の運転に起因する人々およ

び環境への放射線の影響は、通常運転および潜在的な事故の両方においてできるだけ小さ

くする必要がある。この目的を達成するため、あるいは言いかえれば、施設は十分に安全

であると保証するため、原子力施設の寿命期間のすべての段階で、技術的で組織的な対策

が講じられており、それは、立地から、設計、機器製造、施設建設、審査、そして運転ま

でを含み、最後には廃炉にいたる(NEA、2008a)。続く議論の多くは主として原子力発

電所に関係があるが、同じ法則およびアプローチは他の原子力施設にも当てはまる。

以下のような多くの互いに補完的かつ重複する要因の結果、原子力安全が達成されてい

る(図7.1を参照)：

・計画されたいかなる施設であっても、その安全性に影響するすべての要因に対して最初

から詳細な注意を払うこと。それは適切なサイト選択基準、しっかりした証明済みの設

計の使用、高品質の生産と建設、そして運転前の包括的な試験を含んでいる。

・故障確率が低くかつそれがプラント設計に組み入れられ、そして(工学的安全設備のよ

うな)多重防護が、事故に結びつき得るいかなる欠陥や失敗をも防ぐように用意される

よう保証すること。

・健全な運転慣習と管理システムによる人的要因(ヒューマンファクター)への細心の注

意。管理システムは、定期的な安全評価の実施を含み、運転組織や規制組織の全体にわ

たって強い安全文化を醸成するものであること。

・運転を停止させる、あるいは最後の手段として許可の取消しを行うという権限を持つ独

立した規制機関による監視および検査。

深層防護(原子力安全性の中心となる概念)は、連続しかつ独立したレベルの防護の組み

合わせによって実現されるものであり、悪影響が人々または環境にもたらされるにいたる

にはすべての防護レベルが失敗してしまうというものでなければならない。もし、1つの
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防護レベルや障壁が失われても、安全はその後の防護レベルか障壁によって保証される。

深層防護は、単一の技術的、人的、組織的故障が悪影響に結びつかない、あるいは著しい

悪影響を生じる故障の組み合わせが非常に低い確率であることを保証している。異なる防

護レベルが独立した有効性を持つことは、深層防護の必須の要素である。これは冗長性と

多様性によって達成される。

例えば、燃料温度のような本質的な原子力パラメータを測定するいくつかの異なる方法

が常に存在する。1つのセンサあるいはケーブルのセットが故障した場合、他のものを利

用可能である。重要なシステムへの電源が喪失しても、代わりの供給を提供する多様な方

法が常に存在する。運転システムは、最低限の数の多様なシステムが利用可能でなければ

プラントの作動を許さないことを保証する。運転システムはさらに、設備故障と人的ミス

の結果生じるかもしれない事象に対処するように設計される。

軽水炉設計に関連する別の例を考えてみよう、その設計では放射性物質を閉じ込める連

続した物理的障壁が設けられている。この多重バリアは、典型的には焼結した燃料マトリ

ックスそれ自身、燃料被覆管、原子炉一時冷却システムの境界、および格納容器システム

を含んでいる。

防護の次のラインは、故障を検知しかつその結果が重大になる前にどんな異常な運転も
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管理するように設計した制御防護装置およびその他の監視設備による備えである。

原子炉の安全性では、「設計基準事故」の概念を使用する。そのような事象を扱い、安

全な状態にプラントを戻すために、工学的安全設備が、プラントとその関連設備に組み込

まれており、防護の3番目のラインとなっている。これらの事故に対処する原子炉安全系

の有効性および信頼度は、安全評価の段階で実証される。安全系の設計は、炉心損傷およ

び環境への放射性物質の制御できない放出の予防に焦点を当てている。

防護の4番目のラインは、設計基準で予想されたものを超える苛酷事故(シビアアクシ

デント)の場合に、主として格納容器によって提供される。アメリカのスリーマイル島事

故では、格納容器が無傷だったので、燃料はその中で溶けたにもかかわらず著しい量の放

射能は放出されなかった。対照的に、旧ソ連によって建造されたチェルノブイリ・プラン

トは、第 II世代およびその後のLWRの持つ封じ込め機能を持っていなかったため、結果

として、大量の放射能が環境に放出されることとなった。

防護の5番目である最終層は、格納容器から大量に放出される放射性物質による放射線

影響を緩和することを目指したオフサイトの緊急時計画である。これは、事故に引き続い

て生じると予想される被ばくレベルに関する情報の収集および評価、および必要とされる

短期的そして長期的な防護活動を含む。

防護のこれらの層の周りには強力な安全文化がなければならず、それは安全への強い誓

約、独立した規制監督、現行の健全な運転慣習から構成され、さらに、包括的な試験と安

全評価により補完される。強い安全文化は、深層防護の安全システムによる多重バリアの

完全性を保証するのに不可欠である。安全への価値観や規範、運転組織全体の姿勢は、ま

さに原子力発電所の設計および建設と同じくらいに重要である。

7.3 放射線防護および原子力エネルギー
公衆、労働者および環境の放射線からの防護は、民間の原子力産業の開始以来、運転者

と規制機関にとって最重要の目的となっている。

放射線防護は、一般に国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に従ってきている。この非

政府組織は10～15年ごとに新しい全般的な放射線防護勧告を出す。ICRPの勧告はいか

なる意味でも拘束力はないが、その質とバランスのゆえに、また国際的に調和した放射線

防護の哲学を持つという全体としての利益が認められている故に、放射線防護を担当する

全ての各国規制機関および国際機関によって、防護へのアプローチの重要な基礎として広

く採用されている。国連原子放射線影響科学委員会(UNSCEAR)によって要約されてい

るように、ICRPの勧告は、最先端の放射線防護科学と、バランスのとれたリスク情報に

よる専門家の判断に基づいている。

これまでのところ、疫学(その中でも特に広島と長崎での原子爆弾の生存者に関する研

究に基づいたもの、また採鉱、原子力施設および医療利用での従事者についての幅広い研

究に基づいたもの)は、放射線のリスクについてのわれわれの理解の主な基礎となってい
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る。細胞レベルの生物学的機構についてのわれわれの理解は、放射線防護のための知識ベ

ースにさらなる寄与をしている。個人への決定的影響は、大きな放射能事故で生じるかも

しれない高い放射能レベルでのみ観察されている。癌のようなより低い被ばくからの放射

線影響は、大きなグループで統計的にしか見出されない。例えば、自然、医療あるいは技

術的線源からの被ばくに関し特定の状況下にある原子力労働者あるいは一般大衆などのグ

ループである。このようなレベルの放射線影響を評価するために、異なる放射線および被

ばくのパターンを考慮に入れて、「放射線量」の量としてミリ-シーベルトが使用される。

ICRP勧告の変化に結びつく発展(つまり、科学的研究および原子力利用の経験からのデ

ータ)は、多かれ少なかれ連続的であるが、放射線防護の発展に対する法律面や規制上の

対応は、間をおいて節目ごととなる傾向があり、新しいICRPの勧告の刊行(例えば1977

年と1990年)、あるいは著しい放射線影響を伴う事象(1986年のチェルノブイリ事故の

ような)の後を追うような大幅な改定となっている。最近のICRPの勧告(2007)が、放射

線防護の実施および規制にどのような影響があるのか、それぞれの国の規制機関によって

現在評価がなされている。

従事者被ばく

規制監視の継続的な向上、その結果として出てくる最適化、産業界によるALARA原理

の適用、および技術進歩は、最近の20年間にわたるNPPでの放射線被ばく総量の大幅な

減少を結果としてもたらした。平均では、運転している原子力発電所の従事者被ばくは

1992年と2006年の間に半分に減少した(図7.2参照)。これらの減少は、すべてのタイ

プの原子炉を通じて比較的一律であった。この結果を達成するために必要とされる努力に

は次のものがある:より経営上層部における被ばく管理の重要視; 作業のよりよい選択、計

画、スケジュール調整; 従事者の立案への一層の関与; よりよい仕事準備; よりよい業務実

施; また、よりよい評価および経験のフィードバック。

図7.2の集団線量で表される被ばく量減少の全体的な傾向も、個々の労働者の職業被ば

くで確認することができる。フランスの原子力産業における具体的例を取り上げ、図7.3

に毎年の平均の労働者被曝ばくを示すが、過去14年間でほとんど1/3に減少している。

緊急管理

現代の発電所の設計、運転者の経験、効率的な規制および全般に亘り十分に顕れた安全

文化が、事故を防ぎ、環境への潜在的な影響を防ぐという原子力の安全目標を達成する上

で満足すべき成功した手段であると証明されている。しかし、政府の政治的な責任および

注意深い警戒は、依然として一般市民の保護に取り組む緊急対応能力を確立し、それを維

持していくことにある。

1979年のスリーマイル島事故およびさらに1986年のチェルノブイリ事故以来、原

子力の緊急時に対する適切な対応の計画、準備、実行(訓練・演習を利用して)の改善には、

相当に大きな国家的、国際的な配慮が払われてきた(NEA、2001年)。この仕事は、一

部分、非常時に一般市民の放射線障害を防ぐため、迅速に適用されるべき対策に注目して
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いる。これらの手段としては、事故現場近くの人々の避難や保護、またヨウ素が放射線放

出でのソースタームの一部である場合に甲状腺の被ばくおよび癌を防ぐ安定化ヨウ素剤の

使用を含んでいる。

過去20年の研究と原子力緊急時の訓練は、緊急時対応への準備を改善してきた。それ

は今、国際的な情報交換をやりやすくし、又対応能力の調整と維持を保証するメカニズム

などであり、国内的にも国際的にもうまく対処していると思われる。このように、チェル

ノブイリの経験から出て来た教訓も生かしている(NEA、2006年)。この経験は、有効

な緊急時対応の構造が次のものを含むことを示している: 責任の明瞭な割付け; 非常時を

識別し適切な通知を行う能力; 現場、地域、国内・国際的なレベルでの計画と対応の調整;

適切な人員、計画、手続き、設備および装置の存在; 地域、国および国際的なレベルでの

訓練計画および訓練; 公開情報および利害関係者の関与を支援するメカニズム。

国内および国際的に高まった関心は今、緊急事態に引き続く影響管理とより長期的な管

理へと向かっている。これまでの経験、その大部分はチェルノブイリ事故によって影響を

受けた地域での進行中の活動に基づくものであり、他にも様々なOECDの諸国において

冷戦時代の遺産と関係する施設の修復努力からのものもあるが、それらの経験が強く示唆

しているところによれば、影響を受けた人々と他の利害関係者との効果的な取り組みが、

より長期的な対応を成功させるための鍵である。一般に、緊急のアクションからその後の

段階への対応の移行は、「指揮・統制」モードから「利害関係者の取り組み」モードへと

決定のプロセスを移行させることを要する。これは、国内の構造にもよるが、ある省から

別の省への決定責任の移管を含むこともある。

環境の放射線防護

人間は環境の一部であるので、放射線防護では、仮説的に「最も被ばくした人間」に当

てはめられる厳格なレベルの防護なら、他の生物種の防護も妥当とするアプローチを伝統

的に採用してきた。放射線防護専門家は、このアプローチが一般に動植物の他の種に対し

て、したがって環境に対して高レベルの防護を実現していると信じている。しかし政治

的・法律的な傾向として、環境保護への直接的な関心が高まり、また多くの専門家が今、

現在の防護システムには欠陥があると考えている。それは、高いレベルの防護が一般に機

能していることを直接評価し、実証するツールを何ら提供していないからである(ICRPの

出版103を参照)。何人かの専門家は、さらに従来のアプローチが十分な防護を提供しな

い状況があるかもしれないと指摘する: 例えば、人間がいないような環境や時代遅れの運

転のような場合があてはまる。しかし、それらが識別された場合、システムがこれらの状

況に対応できるべきと考えられてきている。この関連でICRPは、現在分析機器の「道具

箱」を開発している。これは参照動植物からなるシステムに基づいており、運転の結果出

てくる放射能から生物相に直接の害をもたらすかどうかの識別を助けることができる。規

制機関(彼らは環境が現在十分適切に防護されていると全員が感じているのだが)は、規制

効率の改善とよりよい環境保護政策への取り組みの可能性の観点からこの新しいICRPの

計画を評価する予定である。
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放射線防護の将来動向

規制の安定が、規制機関と許認可を受ける側の両方で重要視されている。そのため、立

法・法規の変更の本質および範囲を抑制する傾向という重要な慣性があって、放射線防護

基準の改定の際にも存在している。この慣性にもかかわらず、国の放射線防護政策、規制

および適用では、過去10～15年にわたるいくつかの著しい変更を考慮に入れなければ

ならなかった。2007年(1991年のものと交換して)に出されたICRP一般勧告は、今、

新しい国際基本安全基準(BSS)へ取り込まれているところである。その結果、規制の変革

が期待される。

平行して、放射線生物学研究は、放射線が引き起こす様々な効果(例えば、バイスタン

ダー効果、非癌効果、順応的反応)(NEA、2007a)、および細胞レベルでこれらの効果

を引き出すことの出来るメカニズムについて、付加的で具体的な証拠を提供してきた。こ

の新たな科学的な結果は、リスク解析へのわれわれのアプローチ、すなわち「線形のしき

い値無しモデル」およびすべての被ばくの付加的な蓄積を仮定することが、すべての場合

について適切なアプローチとは言えないかも知れないことを示唆している。これらの発見

は一般にはまだ予備的であり、より進んだ研究が必要である。したがって、被ばく管理の

現行制度は、その実際的な適用では厳しいままであるが、これらの研究は長期的には放射

線防護政策、規制および適用に影響を及ぼしうるような疑問を提起している。

これらの科学的な進歩に加えて、社会の変化もまた放射線防護に影響を及ぼす。今日、

異なる国々の多くのグループおよび個人が、公衆衛生と環境保護に影響する議論と決定に

関与したいと考えている。利害関係者は、意思決定における科学および権威者の役割につ

いてよく疑問を投げかけ、またリスク管理に関する決定での説明責任を要求する。そのた

め、将来の放射線リスク解析・管理についての考慮すべきことは、利害関係者によってま

すます影響を受け、組織が決定の枠組みと意思決定過程に、利害関係者の意見をより良い

形で取り入れようとする時には困難な課題となる。これは、複雑な放射線の状況における

決定の質および有効性を強化するうえで重要な要素となる。

NEAシナリオに関して、世界のプラントの数の増加は全体の集合的職業被曝量の増加

となると考えられる。歴史上、非OECD国の平均集団線量は、それ以外のOECD地域よ

りも高かった(図7.4を参照);

しかし、いくつかの国々を例外として、地域的に平均された被ばく量の違いは一般に小

さい。電気事業者間で運転経験について、特に保全および定期検査での優れた慣行に関し

て、世界的な情報交換が続いており、新しい原子力プラント建設による世界の毎年の平均

集団線量への影響は比較的最小限にとどまると予想される。これは、NEAいずれの成長

シナリオの下でも、新しい原子力プログラムを始める国々の低線量の達成への重要な寄与

となろう。
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7.4 安全規制者の役割
安全機能を提供し、各原子力施設に規制者が設定した安全目標に合う、必要な手順を実

行することは、運転者の責任であるが、これらの安全対策が実際に安全目標を達成し施設

の生涯にわたって維持できることを確認するのは規制者である。このために、規制者は、

広範で詳細な規制の枠組みを確立し、また検査によってその実施を監視しなければならな

い。規制者の役割は、特に運転者の実務の有効性を調査し、1人の運転者が学んだ教訓を

他のものへ流布し、最良の検査実績を識別し広めることである。

有効な規制管理は、規制している施設についての深い知識を必要とする。したがって、

原子力の監督責任は、多くは各国内の国による規制主体に存在する。さらに、確立した相

互評価メカニズムがあると、各国の規制者が最良の国際的慣習に合わせたり、採用したり

することへの有効な支援となることは長く認識されている。この点に関して、規制および

安全に関するNEA委員会(NEA、2005年)、国際安全条約、IAEA安全基準、および西欧

州原子力規制機関協会(WENRA)のような地域組織など、これらの活動すべてが重要な役

割を果たす。

積極的に安全を促進する責任を果たすために、規制者は、運転者が設備を安全に運転し、

核物質のセキュリティを保証し、環境を保護し、放射性廃棄物および使用済核燃料を管理

するために従わなければならない必要条件の枠組みを設定している。これらの必要条件の

規定は、国により異なる。規制者は、施設での活動が安全な方法で実行されていることを

確認するために検査を行なうが、そうではない時には、運転者が施設について要求事項や

「安全許容範囲(エンベロープ)」に準拠するための是正処置を講ずるように行動する。

いかなる原子力施設にでも規制者が利用可能な多数の安全関係の情報源がある。例えば

検査成績書、運転実績報告書、研究結果、定期安全審査、PSAの結果、外部評価からの

洞察、および他の同様の情報である。規制者にとっての主な挑戦は、その施設の達成され
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た安全性のレベルを総合評価し、次にそれが許容可能か判断するために、すべての安全関

連情報を系統的に集めて分析することにある。

世界中の規制機関は、その職員の能力、経験および公平性に信頼を置き、過去50年間

そのような判断を下してきている。規制機関は検査官が安全判断を行えるよう指導する基

準と規則を何年にもわたって作ってきている。原子力産業の優れた安全記録達成は、この

プロセスがよく実行されていることを証明している。

ごく最近になって、多くの規制組織は、達成された安全レベルをより定量的かつより透

明に評価するべく、安全上のデータをより系統的に測定、また記録し分析する方法を開発

した。ほとんどの規制機関は、この種の系統的な方法を使用する利点を認識している；し

かし、経験では、効率的で有効な規制機関を持つためには、公式な系統的評価システムを

持つ必要はないことを示している。系統的な方法を使用する主要な利点は、それが施設や

許認可取得者の安全実績の目標および更新可能なスナップショットとなるということであ

る。それはまた、個々の施設の安全実績の傾向を測定する基礎ともなり、規制者が将来の

活動の安全優先事項を決めることも支援する。さらに、もし正しく適用されれば、それは

規制者の効率を改善する。

規制者の実質的な独立性は、運転者あるいは政府からの不適当な圧力や妨害がないこと

を保証するために原子力安全の必須の要素である。政府は、規制機関に十分な資金的・人

的資源を提供することと同様に、規制の独立を保証する法律、法令の制定にも責任を負う。

いくつかの規制者の実質的な独立性に関して疑問が残っている；IAEAおよび他の国際機

関の指針では、不適当な圧力か妨害がないことを確認する必要性を強調している。

いくつかの規制機関は、政府全体に亘る予算縮小によって影響を受けたが、他は、効率

を増加させて、かつそれらの人材と財源を改善する新しいアプローチを成功裡に開発した。

人材の雇用と保持への支援策は、高い給料、職員の重複による後継者計画、新人用の手引

き、新人を訓練する経験を積んだ職員、および系統的な訓練計画を含んでいる。原子力安

全の能力を維持していく重要性を認識して、規制機関は、政府の支援で、予期される退職

および知識の欠落を補う系統的なプログラムを提供しており、それは高等教育と訓練計画

への援助、またより強力な国立、地域、または国際的な研究能力を含む。

7.5 原子力安全実績での成熟の達成

原子力安全運転能力測定

原子力施設の全体的な安全性の向上は、計画外自動停止の頻度、労働者の放射線被ばく

および環境への放射能放出のような指標から判断される。世界中の事業者は、これらや他

の指標を測定し、定期的に規制者そして世界原子力発電事業者協会(WANO)のような産

業界の相互評価(ピアレビュー)グループに報告している。例えば計画外自動停止(原子炉

が運転者によってではなくその安全装置によって停止されるもの)の頻度を測定すること

は、安全文化の広い指標と考えられる(計画外停止頻度が低いことは、よりよい安全文化

219



を示す、図7.5を参照)。

OECD各国の300を越える原子炉および累積的な原子炉・運転の約10,000原子炉年

でみると、原子力計画が始まった40年前のレベルと比較して、運転事象の重大性、労働

者の放射線被ばく量および環境への放出量は劇的に減少した。

設備利用率は電力網に供給できる最大エネルギー発生量に対するパーセンテージであ

り、プラント管理の制御範囲内の要因によってのみ制限される。高い設備利用率は効率的

なプラントのプログラムおよび実績を反映すると一般に考えられ、それらは計画されてい

ないエネルギー損失を最小限にし、かつ計画停止の効率および効果を最適化している(図

7.6を参照)。
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図7.5　原子炉停止の平均頻度

2.0

1.8
1.6

1.4
1.2
1.0

0.8
0.6

0.4

0.2
0.0

原
子
炉
停
止
数
 / 
70
00
運
転
時
間

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

出典：WANO(2007).

図7.6　設備利用率
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全体的な目標－非常に高レベルの安全運転能力－は、したがって、2つの相補的なアプ

ローチを通して達成される：運転者に安全性に対する第一の責任を与えること；また法令

順守と規制者による監視のための適切な環境を整備すること。この目標がどのように達成

されるか、また規制の独立がどのように維持されるか、これらの透明性は、安全で確かな

発電としての原子力のパブリック・アクセプタンスに直接的に関連する。

過去15年にわたって、原子力産業は、施設の管理および運転において顕著な記録を達

成しそして保持してきた。現在の運転で到達した成熟のレベルは、より厳しい安全余裕を

備えた新しいプロジェクトの開発、およびすべての利害関係者と一般大衆への透明性の達

成に当たり、強固な基礎となるであろう。達成された高レベルの管理と安全性は、

WANOが実施する国際的な相互評価プロセスによって世界中のすべての発電所に対して

検証が行われてきている。

運転経験と学んだ教訓を組込む

原子力発電所の運転実績改善の主な理由のうちの1つは運転経験から学んだ教訓の広範

囲な使用であり、安全システムへ反映し、運転員訓練と緊急時手順を改善し、人的要因、

安全文化および原子力品質管理システムに注目してきている。確かに、1979年のスリ

ーマイル島事故による顕著な教訓は、原子力産業界および原子力規制者の両方による運転

経験の産業全体に亘る系統的評価の必要性であった。

運転経験情報を集めて分析する実践は、年とともに深さと洗練性の点で成長し、今日で

は関連の方法についての広範囲な文献がある。ほとんどの原子力の運転者および規制者は

これらの方法に精通している。

確率論的安全評価も、原子力発電所の安全性の評価および検証のツールとして使用され

ている。それらは、決定論的アプローチを補強、補完するリスク情報に基づく意思決定の

1要素である。典型的には10年の間隔で行なわれる定期安全評価は、今までの安全ケー

スが引き続き妥当であることを確認し、運転の継続に関する決定をなし、安全向上および

改良を評価し、運転経験からのフィードバックを保証するために使用される。

運転経験が獲得されるにつれ、高レベルの安全性を達成する上で人的要因の重要性が認

識されてきており、それには運転者の資格と訓練、緊急時運転手順、事故緩和手段および

緊急時計画が含まれている。それは、事故報告システム(IRS：NEAにより開発され、そ

の後IAEAと共同で運用されているシステム)に近年報告された事象から明らかになってき

ている。これらの事象に寄与する要因は、技術的な原因をはるかに越えている。人的およ

び組織的な要因に関係する多くのトピックスが、再発への心配を呼び起こしている。それ

は、品質と安全の管理、不十分な知識、自己満足、手続き、業務組織、契約者の影響、保

全および欠陥の改修、その他である。ある場合にはこれは、運転経験のフィードバックに

おいて利用可能な情報の活用不足を反映している。

欠陥をさらに追跡すると、原子力発電所において相対的に高頻度で生じる多くの外見上

些細な事象であって、それ自体は重要ではないものの欠陥となりうるものについて、運転
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者は分析する必要があることが認識されている。これらの事象の安全上の重要性は、グル

ープにまとめられ分析された時にのみ認識されるのかもしれない。これは、安全性を改善

し続けることができるようにするための挑戦である。

継続的安全向上の思想

社会からの高まる期待は、運転者および規制者に対し、すべての利害関係者のための、

より明白な、より透明性の高い、より説明責任を果たす、またより参加性の高い安全管理

方法の進化を、促してきたし、また促し続けるであろう。加えて、原子力産業の国際的広

がりの故に、国家の原子力安全に対する責任原則を保持しつつも、原子力安全の慣行、標

準および規制を、国際的に調和させ続けることは望ましい。原子力安全条約、WENRAあ

るいは多国間設計評価プログラム(MDEP： Multinational Design Evaluation

Programme)の下で行なわれる活動は、明白に国際環境の影響が増大していることを示

している。この調和を達成するには、原子力産業の既に顕著な安全実績に基礎を置き続け

た上で、以下のいくつかの活動が不可欠となる：

・原子炉の運転および事象から学んだ教訓を引き出し共有すること;

・リスクの計算および管理を調和させること;

・安全余裕を引き続き保持していく保証;

・多国間の評価および相互評価;

・信頼できる安全システムや他の特性を取り入れて、新しい原子炉設計の安全性を増強す

ること;

・共同研究を強力なプログラムで継続すること。

いくつかの国家安全当局は、ライセンス保持者に対して継続的安全向上を求めるべきか、

あるいは単に現在の安全を維持するよう要求するべきかを検討したが、この問題が技術上

の相違よりも法的なアプローチの違いに対する重み付けを反映していると結論を下した。

実際上、すべての規制アプローチは、欠陥を修正する改良を、またそうでなければ保証す

ることを要求する。現実には、許可基準の範囲内で原子力発電所が常に運転されるように

求める要件に関しては、国による違いはほとんど存在しない。最先端の関連の科学か技術

(確率論的安全評価のような)によって、安全基準あるいはプラントが適合しなければなら

ない基準が明瞭な欠陥が見出された場合、どのような規制機関も、その前の安全基準に従

って原子力発電所が作動し続けることは認めない。

原子力産業発展の最初の数十年間に、重大な結果となる事象の可能性は大幅に減少した。

しかし、多くの産業専門家は、ほかの成熟した産業と同じように、進歩が漸近の限界に達

したようで、それに伴い近年安全パフォーマンスにおける改良がそれほど多くないことに

気づいている。したがって、政策決定者は、いかなる産業活動においても、達成された顕

著な安全実績およびコスト・利益分析を考えると、さらなる改良には限界があることを認

識する必要がある。産業規模での高いレベルの安全運転能力の維持の鍵は、実際に、数年

間の安全で平穏無事な運転から生じるかもしれない自己満足を回避するべく、警戒する
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ことにある。

増加するエネルギー市場のグローバル化は、原子力プログラムが特定の国に偏った時期、

および多くのケースでは公的機関に制限された時期から、原子力の状況へも重要な変更を

もたらした。今日、ほとんどの原子力事業者および機器メーカーは、民間会社であり、一

つの国の中だけの仕事はしていない。したがって、規制者は、別の国で製造され、外国の

規制者によって並行して評価される多くの製品を見出すことになる。その結果、調和した

安全慣行の進展がますます必要になり、それが開発され合意されるとすべての国が追随す

ることとなる。

7.6 運転事業者と規制者に対する現在および短期的な安全上の
課題

寿命期間中管理、新たな所有権調整およびナレッジ・マネジメント(知識管理)

現在、世界で運転中の原子力発電所のほぼ65%が、20年以上運転されているプラン

トで、その将来の状態に関する重要な決定が下されつつある。高経年化した原子炉プラン

ト、原子力発電所の所有権のパターンの変化および電力市場に関連した運転上の安全問題

に対して、現在、大きな焦点が当てられているのは、驚くべきこととは言えない。これら

の問題には、次のものが含まれている。

・材料の挙動を含むプラント高経年化の管理

・寿命延長および許認可更新

・既存の原子炉の出力増強およびそれに関連した安全上の余裕を維持する必要性

・電気事業者、技術支援組織(TSO)および規制機関のための職員後継者育成計画

・より幅広いエネルギー供給企業の一部を形成するようになってきた原子力施設の運営者

・人的要因(ヒューマン・ファクター)と運転員訓練

・廃止措置

これらの領域および問題はすべて、技術的・科学的な面だけでなく、規制政策面も含ん

でいる。

プラントの高経年化管理および保守、ならびに労働力の意欲向上に関するプログラムは、

節目毎に原子力発電プラントの安全性を維持させる上で重要である。多くの運転者が、高

経年化した構造物、系統および構成機器の健全性をいかに確保するか、また設計、安全性

およびプラント寿命管理の統合的アプローチをいかに活用するかについて、現在の知識を

向上させるべく努めている。

多くの国々では、運転中の原子力発電所の大多数が、それらの許認可の延長を申請する

と予想されている。提案されている更新期間を通じて安全性が確保されるように、高経年

化の影響が監視、管理、かつ制御されていることを保証するため、材料劣化は許認可更新
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プロセスでは、主たる検討事項となっている。さらに、高経年化したプラントの許認可更

新申請には、電気配線、計装制御、配管や閉じ込め構造のような原子力発電プラント構成

機器の、堅牢性(ロバスト性)、寿命期間および継続的な性能に関する分析が求められる。

多くの原子力設備運転事業者は、交換部品の入手が困難な旧式のアナログ計装制御機器を、

最新のデジタル機器に交換している。また、デジタル・システムは、アナログ・システム

より潜在的に優れた性能および特性をもたらしてくれる。

原子炉の発電出力を増加させるため、複数の許認可所持者は、重要なプラント構成機器

を改造または交換し、かつより濃縮度の高い燃料の使用に移行しようとしている。希望す

る出力増加量および当初の設計にもよるが、これには、主タービンの交換のようなプラン

トに大規模で高コストの改装も含まれる可能性がある。これら要因の全ては、プラントの

運転許認可の修正を伴う出力増強のための許認可申請前に、許認可所持者によって分析さ

れなくてはならない。この分析によって、提案された新たな構成が安全を維持し、またそ

の方法が公衆の健康および安全性を保護する上で引き続き有効であることを実証しなけれ

ばならない。

原子力プラントを持つ多くの国々に影響を及ぼしそうな課題は、電気事業者の再編によ

って、所有権のパターンの変化によって、また電力市場の自由化のためコスト低減に対し

て高まる圧力によって、もたらされた安全管理に係る問題に関係したものである。大企業

の中には、自国内と海外双方の小規模企業からプラントを調達するところもあり、また、

プラント所有者の中には、施設の運転のため、専門の管理会社と契約を締結しているとこ

ろもある。世界の原子力産業では、一層の統合および国際化が進んでいる。各国は、新し

い電気事業者あるいはグループ内のトップや上級経営レベルにおいて、原子力経験が希釈

または過小評価されるリスクを警戒する必要がある。

関連する課題として、原子力労働者層の年齢や上級職・役員層の退職が近づくにつれて、

原子力の知識管理に対する懸念が生じているが、多くの場合、その知識や見識を残される

者に伝えるため明確な形にした戦略を欠いている。強い安全文化および安全管理を維持す

ることは、こういった環境では、特に難しくなるかもしれない。とりわけ、産業界や規制

組織を退職する経験豊富な幹部と原子力に関する経歴を持たない幹部職が交替し、原子力

発電事業の運営の実権を握る場合には、これらの維持が難しくなろう。進行中の原子力労

働力の刷新は、運転事業者と規制者の双方にとっての課題になっている。

明らかに、高経年化した原子炉、および原子炉所有権や管理や運転のパターンの変化に

関連した問題は、ほとんどの国々(全てではないにしろ)の原子力発電プログラムと関連す

る。これらの変化が生じるため、最高水準の安全運転能力を維持するための戦略は、引き

続き運転面と規制面の優先事項になろう。

規制の安定性と予測可能性

規制の安定性は、原子力エネルギー産業界に不可欠の要素である。産業界の安全性に対

する責務と相まって、規制の安定性は、安全かつ効率的なプラント運転に対する大きな寄

与因子であり、新規原子力発電プラントの建設に必須の要素と言える。技術的に複雑かつ
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資本集約的になり得る産業分野が急速に拡大する際には、原子力規制者は規制に安定性を

もたらさなくてはならない。新規原子力プロジェクトに対して、数十億ドルもの資金を委

ねるため、多くの要因が重なり、産業界と金融業界の一部に躊躇する意識が芽生えるに至

っている。動きの激しい環境では、安定した規制当局に必須の要素として、強力な技術的

能力、明快な独立性、および規制機関が実施する予測可能な規制枠組みが挙げられる。

世界の原子力状況は変化しているため、規制の枠組みに必須の安定性については(たと

え、新たな変化に適合するよう進化しても)、3つの中核的な安全目標－すなわち、無事

故、規定値を超える被ばくなし、及び規定値を超える放出なし－に重点的に取り組み続け

ることが有用になろう。

規制枠組みにおける各分野の進化は、以下のような規制環境における特定の変化と対応

する。

・高経年化した原子力施設の寿命管理

・リスク情報に基づく手法をより多く取り入れること

・適格な人的資源の継続的必要性

・先行研究

・安全面の懸念とセキュリティ面での懸念との相互作用

・公衆の参加

効率性と適時性を達成するため、原子力発電プラントの許認可プロセスに対する新たな

アプローチが米国原子力規制委員会によって適用されつつある。このプロセスには、実際

の許認可申請に先立って2つのステップ、すなわち、プラント設計の認証と、サイトの承

認のステップが関係している。申請者は、構想段階の原子炉の設置場所に対する一般的な

適性について承認する早期サイト許可と共に、既に認証されている設計を適用するよう強

く奨励されている。次に、建設・運転一括申請は、認証設計が特定のサイトの固有の地形、

水へのアクセス性及びその他因子といった特徴に対してどのように機能するかをチェック

することを目的としたものである。一括許認可は、原子力発電プラントの建設及び条件付

運転の双方を認可するものであるが、原子力発電プラントの建設及び運転をすぐに行うた

めに、一部の電気事業者は、この改良された許認可プロセスの恩恵を十分に生かさず、早

期サイト許可の申請機会を省略している。2008年5月までに、NRCは、15の原子炉に

対して9サイトの申請を受理している。この新たなアプローチの主な目的は、必要な安全

性を保証しつつ、大規模な資金投入の確約に先立って規制に対する予測可能性を高めるた

め、早期問題解決を促進することにある。また、このアプローチは、プラント設計の標準

化を促しており、これによって、許認可プロセスにも多くのメリットがもたらされている。

放射性物質の利用に関する規制環境も変化している。新規原子力発電プラントの建設お

よび運転、ならびに高レベル放射性廃棄物処分のため予想される申請書の受理は、今後数

年間にわたって規制者が直面する大きな課題の一部を構成している。さらに、セキュリテ

ィ面での課題が安全面での対策に影響を及ぼす可能性があるため、核セキュリティに係る
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要件を一層強化するための判断には慎重な検討が必要になろう。今後、原子力安全と核セ

キュリティ間での相互関係は、設計手法と組織の戦略を決めていく上で大きな役割を果た

すことになる。これらの課題とその他の課題に対応するため、多くの規制者は、これら作

業量の増加に対処し、新たな技術系職員を雇用、訓練し、かつ、規制審査や建設検査指針

を更新するために、さらなる資源を獲得する必要がある。

新たな原子炉所有権の編成配置が当たり前になり、かつ原子力発電プログラムを立ち上

げる国が増えるにつれて、また、所定の国のメーカーから別の国々に対して原子炉設計や

建設サービスの供給が増えるにつれて、原子力安全に係る国際協力および原子力安全基準

と慣行面の調和に対する重要性が高められていくことに幅広い期待が寄せられている。多

国間設計評価プログラム(MDEP)のような様々な枠組みが、許認可経験の共有を促すとと

もに新たな設計に対する許認可上の課題に取り組むための優れた実施事例の適用を促進さ

せるものと考えられる。

加えて、規制機関は、資源を有効活用し、無駄な重複努力を廃し、可能な場合には施設

を共有するための国際共同研究への参加を著しく増やしている。過去数十年にわたって、

主として国家プログラムの枠組内で、多くの安全問題を解決するため、数多くの実験施設

が建設、利用されてきた(NEA、2007b)。財政的な圧力によって、これら施設を一国専

用にできない場合も多い。このため、多くのOECD諸国が、残された安全上の課題を共

に解決し、このような高価な施設の有用性や、将来生じる可能性の高い要求に対応するた

め不可欠な技術的能力の維持を目的として、共同研究プロジェクトを立ち上げてきた。現

在の共同プロジェクトとしては、核燃料挙動、原子炉システムの熱水力挙動、選ばれた重

要なテーマに関する運転経験のフィードバック、および事故評価や管理に取り組むものが

ある。これら研究の成果は、この研究プロジェクトに対して財政的、技術的に貢献してい

る参加組織間で共有されている。

7.7 新型炉の安全性と国際的な取り組み
今後20～30年間、新型炉が導入される。このような新型炉の設計者および建設業者

は、安全レベルを維持ないしは向上させつつ、発電コスト削減という大きな課題に直面す

ることになる。様々な次世代原子力発電炉概念が提案され、検討されている。最も一般的

な安全関連特性および手法の一部は以下のように示すことができる。

・設計基準の一部としての過酷事故に対する体系的な検討

・固有安全特性の適用による一部の過酷事故シーケンスの効果的な排除

・過酷事故発生の場合にも、大量の放射性物質放出の可能性を著しく削減ないしは排除す

ること

・デジタル技術の幅広い活用による運転・保守の効率性及び有効性の向上

・システムの複雑さの削減及び潜在的ヒューマン・エラーの回避

これら特性の全てが成功裏に実現されれば、結果的に公衆の避難計画のようなサイト内
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外の防護措置を削減でき、かつこれら特性によって現行の安全に対する考え方が改善され

るものと考えられる。

多国間設計評価プログラムは、革新的な手法を開発して新たな原子力発電プラント設計

の審査責務を負う各国の規制当局の資源や知識を有効活用するため、NEAの支援を得て、

10カ国が実施しているイニシアチブである。

MDEP活動の主目的は、新型炉の安全性を強化するため、標準となる規制と規制慣行

を確立することにある(NEA、2008b)。原子炉設計審査に関連した規制と規制慣行の一

致によって、規制者間の協力強化が可能になり、各国の許認可プロセスの一部を成す設計

審査の有効性と効率性が向上する筈である。これによって、以下のようなことも期待され

る。

・より安全な世界標準型原子炉設計を可能にし、かつ推進する。

・開発途上国を含む多くの国において、新たな炉の設計審査に取り組み易くする。

・国際的基盤に基づいた安全目標に対する公衆の理解と受容を促進させる。

MDEPイニシアチブによって、既存の規制枠組み内の特定の技術分野における協力に

ついては、改善のチャンスがあることが確認されている。また、このMDEPは、標準的

な規制慣行を設定することによって、協力の強化が促進されるような分野も特定している。

新たなプログラムの焦点は、設計評価と検査における協力強化であり、実施が成功すれば、

原子炉設計評価、メーカーの検査、及び建設の監督に関する協力を行うための規制機関の

能力強化に適用できるツールがもたらされ、さらに効率的で安全に焦点を絞った規制決定

につなげられる。以下の活動は、短期的にメリットがあり、かつ達成可能な措置と見なさ

れているものであり、結果的に国際協力の改善につながる。

・情報を共有し、現在評価中の具体的な原子炉設計評価に関して協力する

・多国間のメーカー検査プログラムを実施する

・圧力バウンダリー機器に係る規則及び基準を、その類似点と相違点の評価を実施するこ

とによって一つにまとめる

・デジタル計装制御基準の比較から始めて、その他の規則及び基準の類似点と相違点を評

価する

・過酷事故に対する全範囲の規制審査および解析における類似点と相違点の評価を完了さ

せ、審査の標準的な範囲案を策定する

・トップレベルの安全目標がどのように導き出され、どのように表現されているか、また、

成果が参加国によってどのように評価されているかについて比較し、これらを同等と見

なすことができる範囲を決定する

・新規原子炉の規制審査において運転経験を考慮するために適用される手法を比較する

・規制審査において建設経験のフィードバックを収集、共有および活用するためのプログ

ラムを策定する
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・新規原子炉の規制プロセスおよび検査プログラムと共に、設計要件と設計ガイダンスを

説明した、共通の関心事に関する規制文書を収集、共有するための「ライブラリ」を設

置する。

これら次世代設計には、その事故に対する脆弱性の詳細評価、また、その建設に係る検

査、試験、解析および受入基準の策定が求められている。新たに設計された発電プラント

の初号機(FOAK)の建設、運開、運転は、供給メーカー国以外の国で行われるケースもあ

る。これら最初のプラントおよび最終的に世界中で建設される可能性のあるプラントの大

型機器の大半の製作は、供給メーカー国とは異なる国の製造会社によって実施されること

になる。したがって、規制機関と産業界の代表の両者は、関連する情報、経験および専門

技術の共有を強化していくために、二国間ベースおよび多国間ベースで、他の国々の対応

する相手側組織と積極的に協力していく必要がある。

第IV世代研究開発プログラムは、技術ロードマップ(GIF、2002年)に基づいて進めら

れている。この文書は、第､世代システムに対して以下の3つの具体的な安全目標を定め

ている。

・第IV世代原子力エネルギー・システムの運転は、安全性と信頼性に優れている。

・第IV世代原子力エネルギー・システムは、炉心損傷の確率が極めて低く、かつ損傷程度

も軽微である。

・第IV世代原子力エネルギー・システムは、サイト外の緊急時対応の必要性を排除する。

新規プラントが建設され、新たな炉設計が市場化されるにつれて、ほとんどの国のこれ

までの原子力発電に係る優れた安全実績をさらに改善する機会が提供されるようになる。

出発点として、第 II世代プラント(ほとんどの国で運転中の圧倒的多数の原子力発電所)に

よって達成されてきた安全水準は、既に極めて良好と言える。同時に、第III世代および

III＋世代(例：AP1000、EPR等)の原子炉に適用可能な定量的な安全目標は極めて意欲

的であり、実証可能な方法でリスクのレベルを低減しつつ防護レベルの改善を保証してい

る。その達成レベルは優れており、将来の原子炉の標準になり得る。一方、公式には求め

られていないが、知識、技術および設計初期段階での一貫した安全哲学の適用を通じて、

第IV世代システムに対するさらなる安全性の向上が可能になる。以前から既に極めて安全

でクリーンかつ信頼性の高いエネルギー源をさらに改善することに価値があり、なおかつ

これは達成可能である。このような改善は、特に、システム構成にあとから「増設

(added-on)」するのではなく、基本設計にもとから組み込まれた(built-in)」安全手法を

適用することによって、安全水準を達成する方法に注目したものである(GIF、2002年)。

第IV世代設計プロセスは、「リスク情報に基づく(risk-informed)」手法(すなわち、安

全リスクの評価上、決定論的手法と確率論的手法の双方を考慮する手法)によって進めら

れる必要がある。事実、決定論的手法を補完するものとして、PSA技法とそれを補足す

るツールを設計プロセス全体の設計推進力として公式に採用することによって、第IV世代

炉の安全性と経済性にプラス方向の影響を及ぼすことができる。
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第IV世代システムの場合、原型炉および実証炉の建設に加え、モデル化とシミュレーシ

ョンが設計や評価の際に大きな役割を果たす。洗練されたモデル化およびシミュレーショ

ン・ツールは、複雑技術の設計・評価にますます適用されつつある。原型炉と実証炉シス

テムは高いコストを要し、新技術の開発に関連してリードタイムの長期化の原因となる。

モデル化とシミュレーションの利用を増やすことによって、候補設計の評価をより徹底的

に行うための手段がもたらされ、これによって、不確実性が減り、安全性の向上を図るこ

とが可能になる。プラントの安全性にとって極めて重要な、こういった設計の側面に焦点

を絞ることによって、開発コストが削減され、かつ安全性も強化される。

7.8 社会との相互関係と利害関係者(ステークホルダー)の関与

パブリック・アクセプタンス解決の鍵としての効果的なコミュニケーション

透明性は、原子力エネルギー利用のパブリック・アクセプタンスにとっての重要な因子

の一つである。素人にも分かり易い言葉を使い、公開された明快なコミュニケーションは、

原子力利用に関する信頼性を築くための第1ステップである。このことは明らかなように

見えるかもしれないが、原子力安全問題を議論する際の明快なコミュニケーションおよび

透明性は双方とも、時として、課題であることが明らかになってきている。特に、公衆お

よびマスコミとコミュニケーションをとる時には、所定の課題について安全上の重要性を

正確に伝えることが問題になってきた(NEA、2008c)。

原子力安全問題に対する透明性および効果的なコミュニケーションについては、運転事

業者と規制者の双方が責任を持っている。各々は、公衆とコミュニケーションをとる際に

は、明確に定められた機能を果たす。主として、運転事業者の義務は、その施設で発生し

たことがら、および講じられた安全対策を連絡することであり、一方、規制者の義務は、

安全評価の結果を報告することである。適切な公開性を確保するということは、公衆に規

制プロセスについての情報が与えられ、意味のある合理的な参加機会が与えられなければ

ならないということをはっきりと認めているということである。

公衆とのコミュニケーションは、しばしば、原子力施設において、プラント外部に影響

を及ぼす可能性のある故障あるいはミスに関連した事象が発生したことが主な理由になっ

ている(IAEA、2008年)。この点から、噂あるいは不完全な事実情報がマスコミの憶測

を引き起こさないように、コミュニケーションが運転事業者と規制者の双方から極力速や

かに行われることが極めて重要になる。

原子力コミュニケーター・ネットワークの重要性

規制者は、長年、国際ワーキンググループを通じて情報交換を行うメリットを理解して

きた。明らかに、広報は、全ての国々に関連した課題である。複雑な安全問題に取り組む

上で(特に、発生国の国外の公衆に影響を及ぼす明らかな可能性がある問題については)、

国際協力はしばしば必須であるか、あるいは少なくとも有用になる。原子力安全の枠組み

についての知識を持った社会から得られる価値は極めて大きい。
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政府および規制当局は日常的に、公衆との間のさらなる関与や対話が必要となる分野を

特定している。これは、独立調査あるいはその他の測定手段によって行われており、その

後に利害関係者とのタイムリーかつ適切に現場に出かけることによって、その正当性が検

証されている。広報担当者にとって、他の国々での同様の原子力問題に対する努力の結果

を共有することは、公衆やマスコミとの相互関係の質を高める上で、極めて有益になり得

る。とりわけ激しい論争を招くような政治環境においては、有用である。

コミュニケーション活動でのネットワーク化と協力は、原子力規制者間での広報に係る

多くの共通原則および有益な事例を特定する上で有用である。こういったことが、原子力

規制機関の間での速やかな情報交換、リアルタイムに近いコミュニケーションや情報伝達

のためのインターネットのさらなる活用、そして世界中の原子力規制機関によって提供さ

れる情報の信頼性向上へとつながっている。

各国の規制機関内の広報担当者(パブリック・コミュニケーター)をまとめているNEAネ

ットワークも、業務経験に関する国際的なフィードバックを改善する上で有用である。こ

のパブリック・コミュニケーターは、マスコミの影響を伴うような事象発生時の海外の規

制者とその国の技術職員との間の連絡としては最初の対応者になることが多い。状況を適

切な状態に置くため、容易に理解できるリスクの比較、プラント特性、および規制管理を

用いて、許認可所持者の運転事象とその重大性に関する連絡を改善することを目的として、

一部の運転事業者により多大な努力が払われている。リスクに対する洞察力、ならびに健

康、安全およびセキュリティに関連したその他の原子力問題について、利害関係者との連

絡能力を改善する指針が策定、活用されている。

今後の見通し

原子力施設を含む産業施設の建設および保守に関する重要な国家的決定に対して、公衆

は、さらなる関心を特徴的に示すことになろう。特に、十分な情報が与えられており、施

設運転に固有の内在する危険性を責任ある安全当局がそれを管理する方法について特別な

注意を払っている場合はそうである。

今後数年間にわたって、多くの規制者が数多くの原子力発電プラント、核物質施設およ

び地層処分場の建設・運転に係る許認可申請を受けることになる。加えて、現在運転中の

原子炉の許認可延長のための申請数も増える可能性がある。これらの活動は、数多くの公

衆の関心を呼ぶことになろう(NEA、2004年)。申請や許認可プロセスにおいて、公衆

の参加は重要な要素になり、利害関係者は、許認可証あるいは許可の発給に先立ち、規制

プロセスに参加する機会を持つことになろう。

各国が次世代の原子力施設の準備を進めているため、そのプロセスおよび安全性やセキ

ュリティ目標に関しての公衆への教育や情報提供の必要性が重要になる。規制者と運転事

業者の双方が原子力施設および核物質が関係する活動に関して、明快にかつ頻繁にコミュ

ニケーションをとる必要がある。許認可更新や許認可申請に関連した文書および書簡は、

特定のセキュリティ関連情報、所有権情報およびその他の機微情報を除いて、入手できる

ようになり、また、公開会議、聴聞会の機会およびその他の公衆の参加手段が計画される
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ようになる。ほとんどの国では、原子力活動にかかわる重要な投資についての決定が下さ

れる前に、公聴会が開催され、承認が下される。

これらのやり取りは骨が折れる仕事で、規制者にとっては多大な努力を必要とすること

となるが、経験から、その価値は十分にあることが示されている。原子力施設の運転や規

制の公衆に対する透明性が高ければ高くなるほど、安全運転能力に対する評価の信頼度も

高くなろう。
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第8章　放射性廃棄物管理および
廃止措置



キーポイント
・低レベル廃棄物と短寿命の中レベル廃棄物の処分技術開発は、十分に進んでおり、大規

模な原子力計画を持つ国は全て、対応する廃棄物処分施設を操業しているか、ないしは

その開発が進行した段階にある。

・核燃料サイクルから発生した放射能の大部分は、使用済核燃料(SNF)あるいは再処理に

よって発生する高レベル廃棄物(HLW)の中に含まれている。SNFおよびHLWは現在、

原子力発電プラントのサイト内、または、中央集中貯蔵施設のいずれかに貯蔵されてい

る。SNFおよびHLWの処分方式として世界的に追求されている技術は地層処分による

ものである。

・地層処分の実施のための技術的な基盤は十分確立していて、多くの国々が活発な研究、

実証および開発計画を実施している。多くの国の計画は、現在以降2050年までに地

層処分施設を操業することを目指している。

・これらの国々で地層処分場が円滑に操業すると、NEAの低ないしは高シナリオにおけ

る2050年までのSNFおよびHLWの既存量と発生見通し量の約75％が処分への道を

開くことになる。

・廃止措置(デコミッショニング)は順調に実現できる。完全に「更地」状態にまで解体さ

れた14基の原子力発電プラントがあり、既に幅広い種類の原子力施設を解体した経験

が得られている。

・廃棄物処分と廃止措置の債務責任のための資金確保の仕組みも存在する。廃棄物発生量

を最小限にすることを目指した措置によって廃止措置費用も低減できる。

・現行の原子力発電プラントの寿命延長は、廃止措置の必要時期を遅らせることになり、

ノウハウ維持や知識継承に係る課題ももたらしている。実施中の廃止措置・プロジェク

トおよび過去の軍事活動と関連した原子力施設の廃止措置に係る作業がこのギャップを

埋める上で有用になろう。
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8.1 はじめに
放射性廃棄物は、ウラン鉱石の採掘・製錬、ウラン転換・濃縮、燃料加工、原子炉の運

転、使用済核燃料の再処理(以上は実施中)、原子力発電プラントおよび関連する核燃料サ

イクル施設の廃止措置、およびサイトのクリーンアップから構成される核燃料サイクルの

各段階で発生する。その核燃料サイクルで発生する放射能の大部分は使用済燃料の中に含

まれている。

放射性廃棄物の量は、他の多くの有害化学毒性廃棄物の量に比べてはるかに少ないが、

これと区別できる特徴が幾つかある。吸入や摂取によるリスク(他の有害廃棄物とも関連

するリスクであるが)に加えて、放射線にはさらに余分なリスクがある。すなわち、単に

廃棄物のすぐ近くにいることによって生じるリスクである。この外的危険要因のため、放

射性廃棄物は、一般に、放射線遮へいや隔離によって管理されているが、有害化学廃棄物

に対する防護では、これらは不要である。もう一つの放射能独特の特性は、時間経過によ

る崩壊である。各々の放射性物質は、簡単に測定できる一定速度(半減期1)で崩壊する。

どんな放射性同位体も放射能レベルは、半減期の10倍半の期間でおよそ1/1,000に減

少する。

核燃料サイクルで発生する放射性廃棄物には、秒単位の短期間のものから数百万年に及

ぶものまで、幅広い半減期の様々な放射性物質が含まれている。この放射性物質の混合物

は一般に、比較的早く崩壊する高い数値から始まり、生き残った放射性物質は、半減期が

長いため、超長期にわたって継続的に有害である。

放射性物質管理における基本的な安全目標は、現在および将来の双方にわたって、人と

環境を放射線の有害な影響から防護することにある(IAEA、2006)。1997年の使用済

燃料管理および放射性廃棄物管理の安全に関する条約(The 1997 Joint Convention

on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety Radioactive

Waste Management)では廃棄物処分に対する安全目標の長期的側面が詳述されてお

り、「・・・個人、社会および環境は、現世代の必要性と願望が、将来世代の必要性と願

望を満たすための能力を損わずに満足させられる方法で、現在および将来の電離放射線の

有害影響から防護される」(IAEA、1997)ことを要求している。放射線の危険性と長期

にわたる持続性のため、安全目標達成に向け放射性廃棄物に対して適用する基本戦略は、

廃棄物の集中化と閉じ込め、更には、その危険性が持続する限り環境から隔離することで

ある。

原子力施設の運転の場合、少量の放射能が気体あるいは液体放出物の形態で環境に直接

放出される可能性がある。この行為は、厳しい健康・安全・環境規制を受けている。環境

への放射能放出に適用されている管理は厳しさを増しており、実際の放射能放出量の著し

い減少につながっている(第4章参照)。事実上、核燃料サイクルで発生する全ての放射能

は今では、いつでも処分ができる固体放射性廃棄物として、集中化され、閉じ込められて
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いる。

原子力施設で発生する放射性廃棄物の管理責任は発生者にあり、廃棄物は当初、それが

発生した施設内で保管される。ごく短寿命の物質以外は全て、これが廃棄物管理の最初の

ステップになっている。他の種類の廃棄物は全て、コンディショニング(処理)され、次い

で、その廃棄物が含有する放射性物質の放射能レベルと半減期に応じた処分施設に処分さ

れる。多くの国々では、これら処分施設は、発生者とは独立した立場にある国内機関によ

って運営されており、このような機関は政府組織であるか、または大規模廃棄物発生者に

よって設立された商業組織であるか、ないしはその双方を組み合わせた組織になっている。

原子力発電計画によって発生した放射性廃棄物に加えて、多くの国々では、研究、産業、

医療利用を含む他の放射能利用により発生した少量の放射性廃棄物もある。軍事核計画が

ある国では、こういった核計画に関連した大量の放射性廃棄物も発生することがある。全

ての放射性廃棄物は通常、国の同一計画の中で管理されているが、本章では民生原子力発

電計画から発生する廃棄物に焦点をあてる。

8.2 廃棄物分類
安全および費用効果の高い管理のため、放射性廃棄物は、その放射能のレベルや性質、

また、それらの特性から、その安全な取り扱い、輸送、貯蔵および処分において予想され

る影響に応じ分類されている。具体的な分類体系は国毎に異なるが、放射性廃棄物の分類

に関わる一般的な枠組みは、国際的な勧告として示されている(IAEA、2007a)。この枠

組みは、放射性廃棄物の最も重要な放射線特性、すなわち、放射線強度と有意でないレベ

ルまで放射能が減衰するために必要な期間を考慮したものになっている。

減衰期間に関しては、短寿命廃棄物と長寿命廃棄物に区分するのが常識的になっている。

短寿命(SL)廃棄物(最長およそ30年までの半減期)の放射能の多くは、2～3世紀以内に減

衰する。長寿命(LL)廃棄物は、減衰するのに更に長期を要し、数千年から、一部の同位体

の場合には数百万年を要する。

低レベル廃棄物(LLW)は一般に、廃棄物から放出される放射能に対して、遮へい面でそ

れほど多くの予防措置を必要としないような、放射能含有量が十分に低い廃棄物と定義さ

れている。原子力発電プラントや医療、産業利用、研究用途で発生するLLWは主として

短寿命放射性核種を含有している。このため、その放射能の多くは、約300年以内に減

衰してしまう。通常は、この分類の廃棄物(LLW-SL)は、放射性物質を取り扱う際に汚染

された紙、プラスチック、およびスクラップ金属のような物質から成る。この分類の廃棄

物は、核燃料サイクルから発生する放射能全体のごくわずかな部分しか含んでいないが、

採掘や製錬廃棄物は別として、管理すべき廃棄物量としては最も多いものとなっている。

ウラン鉱石の採掘・採鉱だけでなく、比較的高い濃度の天然起源放射性物質(NORM)

を含む他の鉱石の採掘や採鉱を含めて、 採鉱・製錬業から発生する廃棄物もLLWに分類

されている。しかしながら、多くの種類のNORMは長半減期であるため、この分類の廃

棄物は、サブ・カテゴリとして長寿命に分類されている(LLW-LL)。放射性鉱石が採掘さ
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れている国々では、LLW-LLは通常、最大量の放射性廃棄物になっている。廃棄物処分方

法が短寿命廃棄物に対する条件を満たしているとしても、このような長寿命廃棄物管理に

は適切とは言えない可能性もあるため、後者はしばしばLLW-SLとは別に管理されている。

中レベル廃棄物(ILW)はLLWより高い放射能レベルを有しており、遮へいも高いレベル

を必要とするが、貯蔵あるいは処分施設の設計上、考慮しなければならないほどの発熱は

ない。ILWは主として、原子力施設の通常の運転・保守によって発生する。この代表例と

して、環境に放出する前に液体排出物から放射性物質を除去することによって放射能に汚

染したスラッジや樹脂が挙げられる。ILWも、長寿命と短寿命の2つのサブ・カテゴリに

分類できる。

長寿命中レベル廃棄物は主として、使用済燃料の再処理(および軍事計画における核物

質の処理)によって残留物として発生する。この廃棄物はしばしば超ウラン元素(TRU)廃

棄物と呼ばれている。廃止措置された原子力発電プラント(例：炉圧力容器と炉内構造物)

と燃料加工プラントや再処理プラントの構成機器の一部も長寿命ILWの更なる発生源と言

える。

その放射能含有量が高いため、直接処分されることになっている使用済核燃料(SNF)と

使用済核燃料の再処理によって発生する高レベル廃棄物(HLW)では、貯蔵あるいは処分

施設の設計時に考慮すべき発熱量が極めて高い。通常、十分な遮へいと遠隔ハンドリング

が、この高レベル放射性廃棄物の操業では安全上必要になる。その発生量は、低中レベル

廃棄物の発生量と比較して少ないが、使用済燃料は核燃料サイクルで発生する放射能量全

体のほとんどの部分を含んでいる。エネルギー生産上有用な物質を抽出しリサイクルする

ため、使用済燃料が再処理されると、使用済燃料の残渣がHLWとなり、一般に安定した

固体廃棄物の形態にするためのガラス・マトリックス形状の中に内蔵される。

幾つかの国では、極低レベル廃棄物(VLLW)の分類を導入することに有用性を見出して

いる。このタイプの廃棄物は、主として原子力施設の廃止措置から比較的大量に発生する

可能性があるが、原子力許認可を必要としない施設で管理できるかもしれないレベルであ

って、極めて低い放射線の危険性しかない。この廃棄物分類導入の有用性は、産業廃棄物

としての処分は受け入れられないものの、LLW処分場に処分することが経済的でも、必

須でもないという事実に依っている。

また、幾つかの国では、その他の特定の種類の廃棄物のために特殊な分類を定義するこ

とに有用性を見出している。例えば、ガス冷却炉の廃止措置によって発生する黒鉛廃棄物

である。その独特な化学的特性や放射線特性のため、これら特殊な廃棄物は、その他の廃

棄物の取り扱いの流れとは別に管理されるかもしれない。

8.3 低・中レベル廃棄物の管理
処分のため、低・中レベル廃棄物は、一緒に管理されることがある。その場合、これら

廃棄物は、しばしばLILWと呼ばれている。LILWは、鉱石の採掘から施設の廃止措置に

至るまでの核燃料サイクルの全段階およびその他の放射線利用で発生している。LILWお
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よび特にLLWは、放射性廃棄物発生量のほとんどを占めているが、放射能量としては全

体のごくわずかでしかない。発電炉で発生するLILW量は、様々な炉型によって幅広く変

化し、1990年代初期からの年間のGWe当たり平均で、加圧水型炉(PWR)の場合の

250m3から、沸騰水型炉(BWR)やその他の炉型の場合の500～650m3まで、及んで

いる。ただ、RBMKおよびガス冷却炉(CGR)だけは、はるかに多くの量を発生し、各々

1,500および5,000m3となっている(IAEA、2008b)。

しかしながら、近年、LILWの発生量が大きく減少している。例えば、米国の原子力発

電プラント、研究、医療および産業施設の年間の低レベル廃棄物(ほとんど短寿命)発生量

は、原子力発電プラントの数が50%増加したにもかかわらず、1980年から2001年の

間に96%も減少した。2000年には、フランスの電力事業者であるEDFが１原子炉当た

りの平均量を91m3と報告している(CEA、2005年)。この減少は、放射性廃棄物の非放

射性廃棄物からの分別、減容のための焼却や圧縮処理、放射能崩壊の利点を生かすための

極短寿命廃棄物の貯蔵、および材料の除染、再利用およびリサイクルを含む様々な手法を

通じて達成されたものである。

世界的に、短寿命LILWの処分技術は、十分に確立し、開発されていて、大規模な原子

力発電計画がある多くの国々は、この種の廃棄物の処分場を操業している。世界の短寿命

LILW処分場の大多数は浅地処分場で、単純な浅地埋設処分場か、それともより精緻な工

学的浅地層施設のいずれかになっている。

長寿命ILWは通常、岩石洞窟あるいは地層処分場に処分するが、特にこのような施設が

HLWまたは使用済燃料の処分向けに計画されている国においては、そのような施設で処

分されることになる。世界中で唯一操業中の深地層処分場である米国ニューメキシコ州カ

ールスバッドにある廃棄物隔離パイロットプラント(WIPP)は、米国の国防計画によって

発生したTRU廃棄物の安全な処分のために開発された処分場である。表8.1に、OECD

加盟国において操業中の処分場と各種の施設のための現行プロジェクトをまとめた。
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SNSF＝単純浅地層施設；ENSF＝工学的浅地層施設；E/SNSF＝ENSFおよびSNSF；
RC＝岩盤洞窟あるいは中深度地層処分場；GR＝深地層処分場；TDB＝未定

表8.1　OECD加盟国(一部)のLILWおよびVLLW処分場サイト
および建設プロジェクト

国 サイト(操業開始年)
廃棄物分類および

処分容量 種類 状況

許認可申請
準備中

許認可中

操業中

操業中

操業中

操業中

操業中

操業中

1994年に閉鎖

操業中

建設中

1998年に閉鎖

建設中

操業中

操業中

サイト選定段階

許認可中

操業中

操業中

操業中

操業中

操業中

操業中

操業中

操業中

許認可中

操業中

ベルギー
デッセルおよびモル地域 
(予定)

LILW-SL ENSF

カナダ キンカーディン (予定) LILW　160,000m3 GR

チェコ共和国

リチャードII (1964) LILW-SL　8,500m3 RC 

ブラツィリトビ (1974) LILW-SL　1,200m3 RC 

ドコバニ (1994) LILW-SL　55,000m3 ENSF 

フィンランド 
ロビーサ (1998) LILW RC 

オルキルオト (1992) LILW RC 

フランス 

オーブ 
 (1992)

LILW-SL　1,000,000m3 ENSF 

ラ・マンシュ 
 (1979)

LILW-SL　527,000m3 ENSF

モルビリエ 　
(2003)

VLLW　650,000m3 SNSF

ドイツ
コンラッド (2013) LILW GR 

モルスレーベン (1981) LILW GR 

ハンガリー
バタアパチ (2009) LILW GR

RWTDF, 
Püspökszilágy (1976)

LILW-SL　160,000m3 ENSF 

日本 
六カ所 (1992) LLW-SL　80,000m3 ENSF 

未定 LILW-LL RC

韓国 
月城(ウォルソン)、
慶州市 (2010)

LILW-SL　160,000m3 RC

スロバキア共和国 モホフチェ (2001) LILW-SL　22,300m3 ENSF

スペイン
エル・カブリル (1992) LILW-SL ENSF 

エル・カブリル (2007) VLLW SNSF

スウェーデン SFR (1988) LILW-SL RC 

英国 ドリッグ (1959) LLW-SL　1,400,000m3 E/SNSF

米国

バーンウェル, 
サウスカロライナ州 (1971)

LLW-SL　890,000m3 ENSF 

リッチランド, 
ワシントン州

LLW-SL SNSF 

クライブ, ユタ州 (1988) LLW-SLおよびNORM SNSF

アンドリュース, テキサス州 LLW-SLおよびNORM SNSF

TRU(LILW-LL) 175,000m3 GRWIPP (1999)



一部の国では長寿命ILWが相当量存在し、その放射能が特別な性質を持つので、地層処

分場ではなくても、安全に処分可能かもしれない。この種の廃棄物の典型的な例がガス冷

却炉の廃止措置によって生じる照射済黒鉛であり、この種の廃棄物の処分場がフランスと

英国で検討されているところである。

大規模原子力計画に関連する可能性のある廃棄物の種類をその量および考えられる管理

の仕組みを含めて理解するには、フランスのケースを検討するのが役立つ。同国は、使用

済燃料再処理、研究開発、および操業中の廃棄物処分施設を含む大規模な原子力インフラ

ストラクチャを持っている。
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短寿命、
主核種の半減期＜30年

長寿命、
主核種の半減期＞30年

極低レベル廃棄物
(VLLW)

  施設：CSTFA、オーブ地域(2003年以降操業中)
2020年までの予想量：580,000m3

  
フランスの予想発生廃棄物量全体の41%

低レベル廃棄物
(LLW)

近地表工学的処分施設：未定
  

2020年までの
予想量：105,000m3

  
全ての発生予想廃棄物の
放射能量の0.01%および

発生量の7.4%

中レベル廃棄物
(ILW)

深層処分施設：未定
(HLWと同様)、

Meuse／Haute-Marne
  

2020年までの予想量：55,000m3
  

全ての発生予想廃棄物の
総放射能量の2.9%および

発生量の3.9%

高レベル廃棄物
(HLW)

深層処分施設：未定(ILW-LLと同様)、Meuse/Haute-Marne
  

2020年までの発生予想量：3,600m3
  

全ての発生予想廃棄物の総放射能量の
97.1%および発生量の0.3%

  施設：CSTFA、
オーブ地域

(1992年以降操業中)
  

2020年までの予想量：
670,000m3

  
全ての発生予想廃棄物の
総放射能量の0.2%および

発生量の47%

CSTFA：極低レベル廃棄物処分センター
CSFMA：低中レベル廃棄物処分センター
出典：Andra (2006年)

量および管理スキームの見通し
表8.2　フランスにおける2020年までの廃棄物種類、



表8.2に関して、フランスでは、その放射能レベルに応じて4つの廃棄物分類があり、

VLLWからHLWまで全てのレベルをカバーしている。この分類の内の2つ(低レベルおよ

び中レベル)は、更に、その寿命範囲に応じて二つのクラス(短寿命と長寿命)に区分され

ている。同表は、放射能量のほとんどが圧倒的にHLW(使用済燃料は、再処理されるため、

廃棄物とは見なされていない)に存在することを示している。長寿命ILWは二番目で、お

よそ放射能総量の3%を含んでいる。LLW、ILWおよびHLWの3つの長寿命の廃棄物を

合わせても他の廃棄物と比べるとかなり少ない量しかない。

最後に、これら廃棄物を処分するために必要な地表面積を示しておきたい。1969年

から1994年までの間、フランスはLLW-SL処分施設を操業したが、これは満杯になって、

閉鎖された。このラ・マンシュ処分センター(Centre de stockage de la Manche)の

面積は0.12km2となった。LLW-SL用の低中レベル廃棄物処分センター(Centre de

stockage des d chets de faible et moyenne activit )は、0.3km2の面積があり、

VLLW用の極低レベル廃棄物処分センター(Centre de stockage des d chets de

tr s faible activit )は0.45km2である。LLW-LL用に提案されている施設は、この廃

棄物を稠密に詰め込むことができるため、極めてコンパクトなものになる予定である。

8.4 高レベル廃棄物および使用済核燃料の管理

8.4.1 HLW／使用済燃料のインベントリと発生量

SNFあるいはHLWの発生量は燃料サイクル技術によって変わる。最も一般的な軽水型

炉の場合、百万kW当たりおよそ30～50トンの重金属を含む使用済燃料が発生する

(IAEA、2008b)。

使用済燃料は原子炉から取り出した後、放射能レベルおよび発熱量が減少するまで原子

炉サイトの水冷却プール内で貯蔵される。オランダ、スウェーデンやスイスなど、いくつ

かの国では、使用済燃料は、原子炉サイトでの数年間の貯蔵の後、回収されて国の中央貯

蔵施設で貯蔵されている。

OECD加盟国における貯蔵中の使用済燃料の総量(原子炉サイトおよびその他の場所を

合わせた量)、年間発生量および貯蔵能力を図8.1に示す。既存の空いている貯蔵容量は、

2005年レベルの発生量で更に約10年間分あるが、太平洋地域で利用可能な期間はもっ

と短い(NEA、2007)。しかし、世界的には貯蔵容量の不足は予想されていない。とい

うのも、現在の貯蔵施設の容量を増加する対策が実施可能であり、また新たな貯蔵プロジ

ェクトを立ち上げることもできるからである。

éè

é

éé
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使用済燃料を再処理する場合、一定期間冷却の後、再処理施設に輸送され、そこでリサ

イクル可能な物質(使用済燃料の質量の95%前後を占める)が、燃料の残りのものから分

離される。その残りの部分が高レベル廃棄物への流れをたどることとなる。再処理で発生

したHLWは、通常はガラス固化体の形態で、再処理プラントサイト内か、またはその使

用済燃料の発生元の国の専用施設で貯蔵される。

適切に設計、運転管理されれば、このような貯蔵施設の多くは、少なくとも100年間

は廃棄物を安全に保管することができると考えられている。しかし、このような施設は継

続的かつ能動的な管理・保守に依存しており、非常に厳しい自然現象あるいは悪意のある

攻撃に対して潜在的には脆弱である。したがって、これは中間的な管理のための処置であ

って、この廃棄物中の放射能を隔離し、閉じ込めるため、人間社会による継続的な活動に

依存しない長期的な解決策が必要であると一般的に考えられている(NEA、2006a)。

8.4.2 HLWおよびSNFの地層処分

地中の深い地層への長寿命HLWの処分は、人間および環境に対する防護を(能動的なシ

ステムに依存しない)受動的な段階のものにすると共に十分な防護の期間をもたらすもの

であり、長期貯蔵あるいは地表処分あるいは浅地層処分のような他の考えられるオプショ

ンより優れている。この防護概念は人工材料と周辺の地質の双方の能力を上手に活かして、

安全機能を補完し、バリア機能を多重化している。地層処分概念は、その安全性や倫理的

な意義を含めて、国の議会、州議会、地方自治体議会、および地域での議論、また、ピ

ア・レビューを受けた文献、国際機関、更には国家の科学的諸機関を含めて、多くの場で

議論され、承認されてきた。つまり、HLWの地層処分概念に対する広範なコンセンサス

が存在し、これは公開かつ参加可能なプロセスを経て達成されてきたものである。
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貯蔵庫での累積貯蔵量、および貯蔵能力
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地層処分概念

長寿命高レベル廃棄物の地層処分概念は、地表から数百メートルの深さの適切な岩石層

内に掘削された空洞に、容器に封入された廃棄物を定置する方式である。その安全原則は、

岩石が廃棄物中の放射能を隔離し、閉じ込めることによって、放射能が減衰する時間を稼

ぐことである。その時間により、放射能が地表環境に戻ったとしても、その結果生じる放

射能の放出が天然の岩石層から放出されるものと比べて低くなるとともに(図8.2参照)、

健康と環境への潜在的な影響も有意でなくなる。

地層処分場の深度は、多大な危険性が残されている廃棄物が侵食の結果、地表に露出し

ないよう確実にし得るものである。数百mの深さでは、岩石は、地震等の他の天然現象の

影響や、気候変動といった潜在的影響(侵食を含む)からも処分場を防護してくれる。処分

場の場所および廃棄物の定置位置を慎重に選定して、このような現象によって懸念される

リスクを可能な限り減少している。

一般に、地層処分の概念は、処分場に廃棄物を定置する際に、廃棄物周辺に緩衝材ある

いは埋め戻し材を使うことを想定している。また、一部の概念では、廃棄物は、最終的な

処分用に高機能の工学的容器(highly engineered container)に収納して定置される計画
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で、この工学的閉じ込めシステムの実規模試験が実施されてきている。

人工の廃棄物容器、緩衝材および処分場周辺の岩石層の組み合わせは、廃棄物からの放

射性核種の放出を防止ないしは制限する多くの手段を与えているため、よく「多重バリア

閉じ込め」と呼ばれている。一般に、処分概念は、例えば、HLWが、耐浸出性の廃棄物

マトリックス(基盤材)、長寿命キャニスター(容器)、および埋め戻し材／緩衝材といった、

その各々が環境への放射性物質の移行を制限するよう働くものの中に定置されることを想

定している(図8.3参照)。
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図8.3　地層処分の多重バリアシステム概念

備考：上図は、スイスにおける概念に基づいている。
出典：Nagra
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既知の地質条件下で十分な機能を発揮する人工バリア・システムを選ぶことによって、

幅広い地質環境において安全な放射性廃棄物処分のための地層処分場を開発することが可

能になる。結晶質岩(例：花崗岩)、泥質岩(例：粘土岩)、蒸発岩(特に、岩塩層)、および

火山性凝灰岩のような適切な岩種が特定されてきている。これまで研究されてきた様々な

人工システムは、安全な処分に適すると考えられる地質条件に著しい制約がないように、

これらの岩種の範囲内で、広範な地下水特性や地球化学的特性に対応している。

全ての計画に共通した特徴として、処分場は最終的な環境への放射能放出を極めて低い

レベルにするように、また、いかなる公衆に対する放射線被ばくも現行の超長期の時間枠

における放射線の線量とリスク基準を容易に満足できるように、設計、建設、操業、そし

て閉鎖されるよう期待されている。これを実証するために、地層処分場の変化が超長期に

わたりモデル化される。このモデルは、様々なシナリオの下での処分場からの放出量、結

果的に生じる放射線線量の推定、および規制上の線量またはリスク基準とこれら線量との

比較などによって構成されている。

長期の時間枠が関係するため、これらの計算は、実際に人間が受ける可能性のある現実

の線量の予測とは見なされていない。これら計算は、受容プロセスや許認可プロセスにお

いて同じように重要な役割を果たしうる他の多くの推論によって、更に補強されている。

それでも、放射線影響の計算によると、線量計算値が規制基準を満足する数値より余裕を

持って低くなるように様々な条件下での処分場を設計できることがわかっている。

地層処分の実施

地層処分を実施するための技術的基盤は十分に確立している。多くの最先端の計画で採

用されてきた資料公開方針と、国際協力および情報交換のための取り決めの結果、世界中

の計画立案および概念開発の支援に役立てることができる。

地層処分を推進するという政策が決定された後の、主要な実施ステップとして、フィジ

ビリティ・スタディ(実現可能性研究)、適地の選定、地層処分場の建設が挙げられる。サ

イト特性調査および工学設計プロセスも(しばしば、処分場条件を精巧に模擬した地下研

究所を必要とするが)、上述のような開発段階を支援するために実施しなくてはならない。

図8.4は、スウェーデンの処分計画における想定実施スケジュールの例であるが、1984

年の概念承認と2020年の操業予定までのステップが示されている。各国の計画におけ

る様々な段階の調査に基づくと、主として技術的な観点からは、地層処分政策の決定から

廃棄物定置操業の開始に移行するために必要な期間は、30年のオーダーになると考えら

れる。この期間には、国内外の政策、土地利用計画、および安全や環境規制に関係する

種々の提出物の作成、および必要な承認の取得に要する時間も含まれている。
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近年、開始あるいは再開された幾つかの計画は、これと同様の時間的枠組みで取り組ん

でいるかもしれないが、これまで多くの国々で得られた経験では、むしろ更に長期を要し

ている。主たる課題は社会政治面に関係している。これは多くの場合、社会の参加、特に、

処分場開発によって最も影響を受ける地方自治体の参画を確実に得るために時間をかけた

ためである。これは実施計画のペースが、技術が許容するペースではなく、社会が満足す

るペースで決まるというように特徴付けることができる。多くのケースで、まさに社会が

次のステップに進む準備が出来ていないがために、多大な遅延が発生している。カナダや

英国のような一部のケースでは、その遅れの結果、国家政策の総合評価が作業再開までに

必要となった。

多くの国々で、現在では環境影響評価(EIA：Environmental Impact Assessment)

の策定が、処分場計画における法的な要件となっている。EIAは、処分場に関係した論争

に決着をつけるための公式な枠組みを与えており、通常は検討されるべき様々な側面につ

いてステークホルダー(利害関係者)との公式な協議を必要としている。多くの国の計画で

は、EIAは、どのような地層処分の代替策がHLWの長期管理のために検討されているか

を示すと共に、地層処分が実際に最善のオプションであることを示すための貴重な手段と

なる。

多くの国の政策立案者は、廃棄物処分操業の観点から、可逆性(reversibility)あるいは

回収可能性(retrievability)の考え方への関心を高めている。この概念は、処分場操業安

全性または長期の隔離や閉じ込め性能を犠牲にせずに、最終的な処分場の埋め戻しや閉鎖

に向けての道程上の各ステップを比較的簡単に後戻りすることができるような柔軟性を処
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図8.4　スウェーデンにおける深地層処分システムの開発および
実施に向けての時間的な枠組み
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分場設計に組み込むことを求めている。フランスでは、可逆性(reversibility)に対する要

件が同国の政策の重要な部分になっており、廃棄物管理組織であるANDRAは、この要件

をどのように達成するかを示した設計を開発してきた。

多くの国の地層処分計画が産業規模の実施に向けて展開しており、処分場技術の実規模

実証の重要性がますます高くなってきている。このため、様々なテーマについて想定され

る処分場条件下での試験および研究が実施できる地下研究所(URL)がしばしば活用されて

いる。実証には、掘削手法、調査手法、処分区域の埋め戻しや閉鎖、廃棄物のハンドリン

グや定置、および緩衝材の定置が関係する。URLは、多くの国々で開発、操業されてお

り(表8.3参照)、これら施設は、処分場に適した母岩と見なされている全ての岩種をカバ

ーしている。多くのケースでは、これらURLは、国際協力や情報交換促進の目的で操業

されている(例：スウェーデンのエスポ－ sp －およびスイスのモンテリ－Mont

Terri－URLとグリムゼル－Grimsel－試験サイト)。つまり、これらは安全な地層処分の

実施に向けて世界が進歩するための貴重な資産になっている。

öÄ
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8.4.3 コストおよび資金調達

地層処分場を含む廃棄物管理施設の開発、運転の技術的なステップ毎のコストは、十分

に把握されていて、比較的精度良く見積もることができる。これは、HLW以外の廃棄物

の場合には地層処分の産業規模での実証を含め、廃棄物管理に関係する主要ステップの

各々について数十年にわたる世界中の知識と経験が集められているからである。主たるコ

スト面での不確実性は、計画実施に際しての不確実性に関係しており、社会政治的な問題

によって生じる遅延が、予測不能の多大なコストにつながり得る。
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表8.3　地下研究所

国名 地質媒体 サイト／状況

ベルギー
粘土
(可塑性ブーム・クレイ)

モル(Mol)/デッセル(Dessel)1984年からサイト特定研究実施

フィンランド 花崗岩
オルキルオト(Olkiluoto)；1992年以降研究実施
地下研究所ONKALOを建設中

フランス

花崗岩
Fanay-Augères；サイトを特定しないR&D。
1980～1990年供用

粘土
Tunnel de Tournemire；サイトを特定しないR&D。
1992年以降供用中

粘土

Bure-Saudron(Meuse/Haute-Marne－ミューズ/オート・マルネ)；
地層特定R&D。2004年以降、実験のため全面操業中で、主とし
て新技術試験および実証試験のための拡張中。

ドイツ

岩塩(ドーム) アッセ(Asse)；サイトを特定しないR&D。1995年閉鎖

岩塩(ドーム)
ゴルレーベン(Gorleben)；1985年以降、サイト特定研究を実施、
2000年に中断(モラトリアム)。

日本
花崗岩 瑞浪；1996年以降、サイトを特定しない研究を実施

第三紀堆積岩 幌延；2001年以降、サイトを特定しない研究を実施

ロシア連邦 硬岩
(花崗岩、片麻岩)

クラスノヤルスク(Krasnoyarsk)地域；2015年以降に操業開始予
定の地下研究所を計画中。長寿命放射性廃棄物および未処理使用
済燃料の処分に特定した研究を実施。

スウェーデン 花崗岩 ストリパ(Stripa)；サイトを特定しないR&D。
1976～1992年供用

花崗岩 エスポ(Äspö)；サイトを特定しないR&D。1990年に着工

スイス

花崗岩 グリムゼル(Grimsel)；サイトを特定しないR&D。
1983年から供用

粘土
(オパリナス・クレイ)

モンテリ(Mont Terri)；サイトを特定しないR&D。
1995年に開始

米国

岩塩(層)
WIPP、ニューメキシコ州カールスバッド；サイト特定研究。
1982年以降、供用中。1999年3月以降、国防関連超ウラン元素
(TRU)廃棄物用地層処分場として操業中

溶結凝灰岩
ユッカマウンテン(Yucca Mountain)；サイト特定研究。
1996年に原位置試験開始。2008年6月に地層処分場建設許可申請



この後者の問題である潜在的なコスト要素はさておき、様々な国々で地層処分計画のコ

ストを評価するため、数多くの試算が行われてきた。地域の処分場との関連で実施された

最近の検討(EC、2006年)は、幾つかの国の計画のコスト評価を比較し、重金属1トン当

たりの処分コストが300,000～600,000ユーロのオーダーになることを見出してい

る。スウェーデンの原子力発電計画の場合(およそ900万ｋWの発電容量)、SNFを収納

する処分場コストは、サイト特性調査および使用済燃料の防護用処分キャニスターへの封

入も含めて、43億ユーロと見積もられている(SKB、2007)。これに対応する英国の原

子力プログラム(現在の発電容量1,100万ｋW)から発生する全ての歴史的廃棄物(過去に

発生して貯蔵中の廃棄物)と発生予想HLWやSNFの処分場関連のコストは、63億ユーロ

と見積もられている(CORWM、2006)。処分場は、核燃料サイクルのコストのごくわ

ずかであり、かつ原子力発電の全体コストのほんの一部を占めるに過ぎない。英国におけ

る評価によって、廃棄物管理と廃止措置からなる全てのバックエンド・コストは、トータ

ルコストの3%しか占めないことが示されている(BERR、2008)。

最終処分を含む廃棄物管理のコストは、原子力エネルギー計画の中では内部化されてい

る(第6章参照)。原子力施設運転者による処分コストの見積は通常、独立した政府組織に

よってチェック・監査されて、やがて発生する経費を賄うために運転者によって適切な資

金が蓄積される。この資金は、電力価格に直接上乗せされるか、または、運転中に発電所

の運転者に資金を準備するように求めるか、いずれかの方法で集められることになろう。

これら資金調達の管理には多くの異なる方法が存在し、運転者が必要額を蓄える方法、ま

たは廃棄物管理組織によって直接維持する基金に払い込む方法、または国の管理下に置く

方法といった様々な方法がある。

8.5 廃棄物管理に関する展望

8.5.1 VLLWおよびLILW

短寿命LILWの安全な処分のための技術的要件は十分に把握されている。社会政治的な

問題が処分施設を成功裏に実現する上で重要な役割を果たしており、今後のプロジェクト

の指針とするため、成功した数多くの参加型意思決定モデルを利用することができる。

今後も継続する可能性が高い重要な傾向に、「廃棄物管理階層構造(hierarchy)」の適用

が挙げられる。これは、可能な限り廃棄物を発生させないこと、廃棄物の発生が避けられ

ない場合に発生量の最小限化を図ること、および可能な限り廃材を再利用すること、そし

て、最後に処分という構造である。

それでもなお、将来直面する主たる課題は、特に、原子炉や老朽化した原子力施設の廃

止措置の結果発生する大量の極低レベル廃棄物に関連して、より大きな処分容量が必要に

なることである。一部の国、例えばフランスやスペインでは、この種の廃棄物を収納する

ため、特別な処分施設が開発されてきたが、同様の廃棄物遺産を持つ国々では、将来的に

これを踏襲する可能性が高い。
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もう一つの課題は、長寿命LILWについて最も受け入れやすい処分オプションの特定と

開発である。処分オプションの全て、つまり、地表処分、鉱山空洞内処分、地層処分場で

の処分、更には他の廃棄物タイプとの合同処分のようなオプションが、この種の廃棄物に

ついては処分方法として開かれている。

8.5.2 地層処分

長寿命廃棄物および高レベル廃棄物についても、安全な地層処分のための技術的要件は

十分に把握されている。このような施設を成功裏に許認可した経験は限られているが、処

分場のセーフティ・ケースの開発や規制組織によるこれらの評価に関し一層の進展が見ら

れる可能性の高い分野である。

各国の地層処分の計画は、表8.4に示されているように、世界中で全く異なった段階に

ある。一部の計画(例：フィンランド、スウェーデンおよび米国)はかなり進んでおり、

2020年頃までの処分場の供用開始を計画している。この後2030年代から2040年代

に、フランスとベルギー、更にドイツ、日本、スイスおよび英国が続いてくると予測され

る。その他数カ国が、2050年頃までの供用開始を計画している。その他の国々はR&D

計画を持っているが、確固たる供用開始予定は示していない。

供用開始予定は、処分概念確認、サイト選定、安全要件の提示、および肯定的な許認可

決定といったような主要なマイルストーンの完了がいつ頃かに左右される。2008年、

米国の計画について、公式には最初のものとしてHLW処分の許認可申請がなされた。こ

れは、提案中のユッカマウンテン施設の申請である。提案されている操業開始日が達成可

能か否かは、規制審査の結果および今後の法的異議申し立ての有無次第とされている。フ

ィンランドとスウェーデンの計画でも、数年以内に許認可申請が行われる予定とされてい

るが、法的状況が異なることや立地候補自治体との関係から、規制審査は、それほど論争

が起きやすい雰囲気で行われるとは考えられていない。フランスは、そのすぐ後に続くで

あろうが、深地層処分場の建設および操業のための許認可申請書の提出に先立って、膨大

な技術的作業と国民的議論があることが予想されている。処分実施のための重要な岐路で、

このように様々な計画を経験することは、2020年の後に操業を達成しようと続く国々

には極めて有益になるであろう。

多くの国の計画では2050年までに地層処分施設を操業することになっている。これ

ら処分場は、一般には過去の原子力発電、ならびに既設および計画中の原子力施設の寿命

期間中の運転によって生じる全ての高レベル廃棄物の処分容量を持つよう設計される。こ

のような処分場計画では2050年までに、また、それ以降も十分にあり得るが、全ての

使用済燃料やHLWの処分の道筋を示すよう期待されている。地層処分場での使用済燃料

とHLWの実際の処分は多くのパラメータ、特に、定置前の長期冷却期間の必要性等に依

存するが、許認可を受けた処分への道筋があるかどうかは、原子力エネルギーの将来の進

展にとって重要な要素である。

第8章　放射性廃棄物管理および廃止措置
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国

ベルギー 1984年以降、Molのブーム・クレイ中に地下研究所を設置。幾つかの技術実証
プロジェクトおよび概念立地点・概念設計についての安全研究を実施。最終処
分についての最終決定はまだ下されていない。2010年に政府に提出される廃
棄物管理計画において対応する予定。

2030年

カナダ 2007年6月に政府は、廃棄物管理機関(NWMO)によって実施される使用済燃料
の長期管理のためのカナダの計画として、「適応可能段階的管理(Adaptive 
Phased Management; APM)」を選定。サイト選定プロセスの設計を実施中。
この立地選定プロセス案は、十分な情報を得て誘致を望む自治体(informed 
willing host community)の特定に着手する前に、公開討論によって確認される
予定。

＞2035年

中国 最終処分研究を実施中。高レベル廃棄物は、ガラス固化され、容器に封入され
て約500mの深さの地層処分場に定置。サイト選定は6カ所の候補地に絞られて
おり、2020年までに完了する予定。次いで、地下研究所が20年間操業され、
実際の処分は2050年からと予測されている。

2050年

チェコ共和国 研究を実施中。詳細特性調査のため、可能性のある地域6カ所を特定。国家機
関は、政府と地方自治体との間での受入可能な条件を模索するために、2009
年までこれらサイトでの作業を延期している。

＞2050年

フィンランド 政府は2001年に、地層処分場サイトに係る「原則決定(Decision in Principle)」
を下した。この決定は議会と地方議会で承認された。処分場サイトで地下研究
所を建設中。使用済燃料処分場は2020年に操業開始の見込み。

2020年

フランス 2006年6月付の計画法によりHLWおよびILW-LLの標準解決方策として可逆的
地層処分が規定された。ミューズ/オート・マルネ地域の粘土質岩中への地層
処分の実現可能性も確認された。URLは実験を実施中なので全面的に稼動中。
新たな技術的・実証試験を立ち上げることを主な目的として、新規開発を実施
中。地層処分場の許認可申請は2015年を予定；操業開始は2025年目標。

2025年

ドイツ 1960年代初め以降、全ての放射性廃棄物(短寿命および長寿命)は深地層中に処
分する必要があるとの連邦政府決定が実施されている。コンラッド(Konrad)処
分場は、発熱が無視できる全ての放射性廃棄物(短寿命と長寿命の双方)の処分
に係る許認可を受けている(2002年)。元鉄鉱石鉱山からの改造が進行中で、操
業は2013年に予定。ゴルレーベン(Gorleben)岩塩ドームの発熱廃棄物用地層処
分場としての地下適性調査は、2000年モラトリアムによって2010年まで中断
されている。政府の政策では、地層処分場の操業は2035年前後とされてい
る。

2035年

状況

表8.4　高レベル廃棄物処分戦略：施設と最終処分場に向けての進捗

操業開始予定
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国

ハンガリー 1995年、ハンガリーは高レベル長寿命放射性廃棄物と使用済燃料の処分方策
を示す計画に着手。この調査研究の予備的な結果から、同国南西部のMecsek 
Hill地域の粘土岩層(Bodaアリューロライト層)が高レベル廃棄物処分場に潜在
的適性を持つと確認された。原位置での更なる岩石調査に使用するための地下
研究所サイトの選定を目的とした調査が進行中。しかし予算の制約のため、こ
のプロジェクトは過去2～3年ペースが落ちており、モニタリング活動のみを
継続。

～2050年

日本 深地層処分に関する研究を継続中。現在進行中の立地選定アプローチの第1段
階として、文献調査のための候補地域に申し出る自治体を求めるアプローチを
実施中。

～2035年

韓国 処分研究は1997年に開始。現在、R&D第Ⅳ段階が進行中で、新型燃料サイク
ルから発生する全ての長寿命・高レベル廃棄物を収容するための韓国の標準的
処分システム(KRS)を開発する予定。KRSの性能に関する一連の実験的調査研
究および原位置実験技法の確立が上述の計画で進行中。地下研究坑道がKRS確
証のため、2006年に建設された。立地選定はまだ着手されていない。

－

オランダ 使用済燃料/HLWの既存の在庫を100年間中間貯蔵することを考慮。既存プラ
ントおよび新規プラントで発生する廃棄物に対する国家処分戦略についての検
討に着手する予定。決定は2016年を予定。

－

ロシア連邦 長寿命廃棄物および未処理使用済燃料の地層処分場に関する研究が、クラスノ
ヤルスク地域の硬岩環境で実施中。

＞2025年

スロヴェニア 政府は使用済燃料の長期管理戦略に関する決定をまだ下していない。計画立案
および準備目的で、標準的な国家戦略は硬岩環境下での地層処分とされ、処分
場操業は2065年開始の予定とされている。

＞2050年

スロバキア
共和国

深地層処分に関する研究は1996年に開始。詳細調査のため、4つの地域が提案
されている。

＞2050年

スペイン 使用済燃料/HLWの中央中間貯蔵が現行の管理に対する優先政策オプションと
して示されている。国家処分戦略は検討中；HLWの最終的な国家廃棄物管理
政策に関する決定は2010年以降。

－

インド HLWの深地層処分に関する研究を実施中。 －

イタリア HLW処分分野の活動は保留状態。 －

状況

表8.4　高レベル廃棄物処分戦略：施設と最終処分場に向けての進捗

操業開始予定



図8.5は、2050年までの原子力発電によって生じると予測されている使用済燃料の量

であり、この期間中に操業中の処分施設がある国と処分への道筋のない国を区別した上で

示している。2050年までの高レベル廃棄物発生量は、現在の使用済燃料発生パターン

を前提として、将来の原子力開発に対するNEAの高シナリオと低シナリオに基づいて推

定されたものである。

フィンランド、スウェーデンおよび米国では2020年までに計画されている処分場の

操業、およびその後のその他の国々において計画されている処分場操業によって、これら

国々で発生する使用済燃料に処分への道筋が与えられる。しかし、他の国々における原子

力発電の拡大のため、世界的には処分への道筋を持たない使用済燃料の在庫は、2040

年まで更に増加する。今世紀半ば以降になって、ようやく使用済燃料の大部分が操業する

ことになる処分場での処分を割り当てられるであろう。

NEAの低シナリオと高シナリオの下での原子力発電容量の伸びの差は、この検討対象

253

国

スウェーデン 1970年末以降、計画が進められている。2サイトにおいて特性調査を実施中。
使用済燃料の容器封入施設の申請を2006年に提出。最終処分場のサイト選定
は2009年に実施予定で、現在の2カ所のサイトの内の1カ所についての処分場
システムの申請は2010年を予定。操業開始は2020年を予定。

～2020年

スイス HLW処分の実行可能性は実証済みで、2006年6月に連邦政府が承認。最終サイ
トは、3段階のサイト選定手続きを明示した特別計画に従って選定される予
定。処分場は2040年までに操業の予定。

2040年

英国 2007年、英国政府は比較的高放射性の廃棄物管理に対する国家政策として、
地層処分を支持する決定を下した。立地プロセスの構築は2008年に予定され
ており、その後にサイト選定および許認可に最長20年要する可能性がある。
廃棄物定置の予定スケジュールは公表されていないが、今から20～30年以内
には開始されないことが示唆されている。地層処分場の操業実施に関連した不
確実性を補うため、新たな貯蔵庫設計では、少なくとも100年の中間貯蔵期間
を考慮する予定。

～2040年

米国 1982年放射性廃棄物政策法(修正法)は、米エネルギー省が恒久的な地層処分場
のサイトを特定し、特性調査を行うプロセスを規定。2002年、米大統領およ
び連邦議会はネバダ州ユッカマウンテンを、原子力規制委員会の許認可審査お
よび規制管理を受ける処分場開発サイトとして指定。2008年6月3日には、
DOEはNRCに対してユッカマウンテンに処分場を建設する承認を求める許認
可申請書を提出。米国法およびNRC規制に則ったNRCの許認可プロセスは、3
～4年要する予定。操業開始は2017年を予定(現在、再評価中)。

2017年

状況

表8.4　高レベル廃棄物処分戦略：施設と最終処分場に向けての進捗

操業開始予定



となった期間内では「過去の」使用済燃料が世界の在庫の中で支配的なため、廃棄物管理

の状況に大きな影響は及ぼさない。両シナリオの下では、2050年時点で原子力発電に

よって発生した全ての使用済燃料の約1／4が確立された処分への道筋を持たないことに

なる。この廃棄物は、燃料の超長期の中間貯蔵を選択した国か、または、廃棄物管理オプ

ションについて政治的な決定をまだ下していない国か、あるいは、廃棄物管理計画が進捗

を予測できるほど成熟していない国か、いずれかに属しているであろう。

ほとんどの地層処分場の容量はその許認可の規定によって制限されるが、概念的には、

追加廃棄物を収容するとした場合に、技術面および安全面において、提案されている設計

や場所の拡張を妨げるような如何なる明確な障害もない。現在提案されている処分施設が

新たな原子力発電プラントから発生するこのような追加廃棄物を収容できるかどうかは、

政治的かつ社会的に受け入れられるかどうかに依るのである。

使用済燃料の再処理は、処分を必要とする廃棄物量を低減するという観点から、将来的

にその役割がますます重みを増してくる可能性がある。しかし、HLWが発生する熱は地

下の処分領域の大きさを設定する上で重要な考慮事項であり、再処理で発生するHLWの

増大する発熱は減容のメリットを部分的に相殺する。第14章に示すように、混合酸化物

燃料の複数回再処理を伴う閉じた燃料サイクルのみが発熱に対して大きな影響をもたら

し、地層処分場の設計では制限因子となる。先進的な核燃料サイクルの一環で、核種分

離・変換を適用すると明らかに処分を必要とする異なる種類の廃棄物を生じるが(NEA、

2006a)、このような技術を産業規模で実施しても、NEAのシナリオで対象としている

期間内の廃棄物発生に対しては、大きな影響をもたらさないと予測される。

第8章　放射性廃棄物管理および廃止措置

254

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

利用可能
行き先不明

NEA
低

NEA
高

20502040203020202010

使
用
済
燃
料
総
発
生
量
［
10
00
 tH

M
］

図8.5　原子力発電によるHLWあるいはSNFのための処分への道筋の利用可能性

利用可能と
想定される
処分ルート

フィンランド
スウェーデン

米国

ベルギー
フランス

ドイツ
日本
スイス
英国

カナダ
中国

ハンガリー
韓国
ロシア



小規模の原子力発電計画を持っている国では、地域廃棄物処分場のような国際的な解決

策を模索することが経済的にも技術的にも魅力的と言えよう。一部の国の計画では、共有

処分場または地域処分場のための概念や見通しを更に調査する方向にも努力が向けられて

いる。このような提案に対する障害は大きい(多くの国々での世論は他の国からの廃棄物

の輸入に対して反対)が、多くの国々が処分場をある程度操業してしまえば、この案が更

に現実的な提案になる可能性もあり、そうなれば、一般社会や政界において、この問題が

論争を呼ぶことも少なくなるかもしれない。高レベル廃棄物の処分用の地域処分場や国際

処分場の概念は、核兵器の不拡散の観点からも大きなメリットをもたらす可能性がある

(第9章参照)。

1997年使用済燃料管理および放射性廃棄物管理の安全に関する条約(the Joint

Convention on the Safety of Spent Fuel and Radioactive Waste

Management：放射性廃棄物等安全条約)は、原子力エネルギー計画を持つ国の大多数

が締約国になっているが、国家政策や実施状況について国際的な評価を受けるよう規定し

ている。締約国における整合性のとれた、包括的な廃棄物管理政策やその計画の策定は、

IAEAの後援で開催されている評価会合のテーマの一つであり、将来の実施面での更なる

向上につながることが期待される。

8.6 廃止措置

8.6.1 廃止措置の負債

“廃止措置”という用語は、規制の管理を解除するために原子力施設を運転終了し、そ

れに続く解体に係る管理と技術的作業の全てをまとめて記述するときに使用される。これ

らの作業には、機器等の除染、機器と建物の解体、汚染された土地の元の状態への復元お

よび発生する廃棄物の処分を含んでいる。

世界中で563基の商業用原子力発電所が運転中あるいは過去に運転しており(IAEA、

2008b)、うち119基のプラントが永久に運転停止していて、なんらかの廃止措置の段

階にある、それらの約2/3がEUにあり(ほとんど英国、ドイツおよびフランスで)、1/4

が北米、そして約10%が旧ソ連共和国、ウクライナ、アルメリアおよびカザフスタン、

そして3%が日本である。すべての運転停止されたプラントの約10%は完全に廃止され

ていて、それは10万ｋW以上の8基の原子炉を含んでいる。

原子炉に加えて、いろいろなタイプの燃料サイクル施設および研究施設が永久に運転停

止している。それらには、ウランの抽出と濃縮、および燃料製造と再処理の施設が含まれ

ている。

原子力に係る累積した廃止措置の負債は、過去および現在運転中の施設(IAEA、2004

年)をすべて含め、2660億米ドル(2004年ベース)と見積られ、原子力プラントの

1850億米ドル、そして燃料サイクル施設の710億米ドル(図8.6参照)を含んでいる。こ

れらの負債は、絶対値としては大きいが、原子力発電の利用開始から将来の寿命期間を通
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しての世界の総発電電力に対する寄与を考えるとさほどではない。さらに、推定費用には、

原型炉プラントの技術開発および建設を含んでおり、1950年代と1960年代には、新

技術として登場した、商業用原子力発電の操業開始過程に係る負債もすべて含んでいるこ

とに留意すべきである。

原子力の民間利用とは関係ないが、冷戦時代の軍事用原子力施設の廃止措置は、将来の

民間の廃止措置作業に適用できる重要な経験を提供している。軍事用生産施設に係る負債

の額は、6400億米ドルであると推測される。

8.6.2 廃止措置戦略

現在まで原子力発電所の廃止措置に最も広く適用される戦略は、即時解体であり、廃止

措置計画の実施準備に必要な移行期間の後運転停止した直後から始まり、一般にサイトが

規制管理から解放された段階で終了する。代替戦略として、施設又はサイトが安全な状態

で維持され、解体は数10年間延期されることもある。その場合、監視とメンテナンスの

プログラムが、必要な安全レベルの維持を確認するために実施される。

廃止措置戦略の選択に影響する要因は、国と施設に特有の条件に依存している。サイト

の再使用に関する考えとは別に、廃棄物管理への道筋の利用可能性、プラントの歴史の知

識を保持したいとする希望、そしてプラントの解体に必要な装置の利用可能性といった点

が、廃止措置戦略を選択する際に考慮する主要な要因である。しかし、これらの技術的要

因には、サイトが多くの場合都会から離れている地区に置かれていることもあり、そこで

の将来の地域開発と雇用に関する社会経済的な考慮が加わる。不十分な資金調達は、潜在

的に大きな制約を設けることになり、廃止措置戦略を実行不可能にする。

ドイツとアメリカは、設備容量10万ｋW以上の原子力発電所を完全に解体したことの

ある国である。しかし、これらの国と他の国において研究炉およびその他の研究・実証施

設の相当の廃止措置活動が進行中であることを踏まえると、現状の技術を使用して全ての
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タイプの原子力施設を完全に廃止措置できることは明らかである。軽水炉の場合には、完

全な廃止措置は、運転停止後5年の移行段階を含めて約15年の期間内に達成される。そ

の間に使用済燃料と一次冷却材は、原子炉から撤去される。

一般に、完全に廃止措置された原子力施設のサイトは一般利用のために制限を設けず解

放されるが、例外としてサイトに専用の燃料貯蔵庫を建設し、最終処分場の建設まで使用

済燃料が貯蔵されることがある。

8.6.3 廃止措置により発生する廃棄物

廃止措置により発生する放射性廃棄物量はサイトごとに大きく異なる。例えば原子炉の

型式とサイズ、プラント支援設備、廃棄物管理と放射性物質としての扱いからの除外(ク

リアランス)に関するアプローチ、などが反映される。ある原子炉では、重水や液体金属

冷却材や黒鉛など、特別な処理、取扱いあるいは処分を必要とする材料を使用している。

さらに、ある原子炉サイトでは、廃止措置期間中に回収、処理および梱包を必要とする運

転廃棄物が蓄積している。

100万ｋW容量の軽水炉の廃止措置では、5,000～6,000トンの短寿命放射性廃棄物

に加え、通常1,000トン未満の長寿命放射性廃棄物(HLWを含む)が発生する(IAEA、

2007a)。ガス冷却炉から発生する放射性廃棄物の全量は、原子炉運転中に照射された

鋼材およびコンクリートの量がはるかに多いことと、多量の黒鉛が存在するために、桁違

いな量となる。

8.6.4 廃止措置の費用

発電所の廃止措置費用を後世の世代に引き継ぐべきでないことは広く受け入れられてい

る、つまり、原子力エネルギーを使用したことから利益を得た人々は、施設の安全な廃止

措置を可能にするために、十分な費用を集めることを保証しなければならない。実際上、

その費用はプラント所有者が負担すべきであり、そして、プラント所有者は、原子力によ

る電気料金の一部としてその費用を回収すべきである。

確固とした費用評価は、廃止措置の負債資金を収集、保管および使用するための法律や

規制の要求条件を実施する根拠として必須である。さらに、国策を反映し、従事者と公衆

の安全性を保証し、また費用効率の良い首尾一貫した廃止措置戦略を開発するには、廃止

措置の費用の内容を理解し、監視することが不可欠である。

廃止措置とそれに係る使用済燃料と廃棄物の処分の費用評価は正確でなければならない

し、変化する物価水準とプロジェクト範囲(例えば、新技術、あるいは法的要求条件の変

化)の展開を反映して定期的に見直されなければならない。しかし、廃止措置の費用評価

は、それぞれの国の規制と廃止措置政策、廃棄物管理構成、および廃止措置活動の範囲と

会計方法の違いのため、ある国と別の国とでは著しく異なる(NEA、2003年)。

2000年(NEA、2003年)の初期に集められたデータは、100万ｋW水冷式原子炉の

廃止措置の平均費用が炉型により3億米ドル～4.5億米ドル(2001年値)の範囲にあるこ

とを示した(表8.5参照)。
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ガス冷却炉を例外として、炉型は、kWeあたりの単位コストにおいて廃止措置費用に

著しく影響するようには見えない。ガス冷却炉の廃止措置は、大きな物理的サイズと大量

の黒鉛、鋼材およびコンクリートを処分する必要があるので、より高価となる。

主なコスト要素の相対的重要度は図8.7の中で示されている。プロジェクト管理および

サイトでの作業を除くと、廃棄物処理と処分の費用は、通常原子力発電所を廃止措置する

全費用の大半を占める。これらの費用は、物質管理の最終ルートに特に敏感である。その

最終ルートは通常、クリアランスあるいはLLWの再利用または専用処分場でのVLLWの

処分と、地表面近傍の処分場でのLLWの処分および中間深度や深地層の処分施設での長

寿命ILWの処分との組み合わせを含んでいる。
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表8.5　原子力発電所の平均廃止措置費用

炉　型
平均廃止措置費用
(2001年度値)
(USD/kWe)

加圧水型炉 (PWR) 320

ロシア型加圧水型炉 (VVER) 330

沸騰水型炉 (BWR) 420

加圧重水型炉/CANDU 360

ガス冷却炉 (GCR) > 2,500
出典：NEA(2003)
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8.6.5 廃止措置の資金

社会と政府の観点からは、原子力施設の廃止措置用の資金が、必要な時に利用可能にな

り、そして“行き詰まった”負債が、本来の電気消費者ではなく納税者に残されないこと

を保証する必要がある。この原則を尊重するには、廃止措置の資金は、潤沢にあり、利用

可能で、透明性をもって管理されなければならない。

原子炉のほとんどの廃止措置用の資金は、それらが造りだした電気から得られる収入で

蓄積される。その専用資金は、経営者により内部的に保管、管理することができるか(フ

ランスとドイツでのように)、あるいはプラント所有者の金融勘定から分離され、外部的

に管理することができる(フィンランド、スウェーデンおよびアメリカでのように)。一般

に、廃止措置の資金計画は、長期間にわたる資金の積み立てを許可している；典型的な期

間設定は、40年設計寿命のプラントに対して25年である。現在想定されている、より

長い運転期間がこの期間設定に影響するかどうかは今日明らかではない。

このアプローチに従って、廃止措置および廃棄物管理の費用は、完全に内部調達され、

原子力の電気料金の評価に含まれている。しかしながら、現在蓄積された資金のレベルに

相当の幅があり、そして、例えば、EU内のいくつかの場合では、既存の準備金は、評価

された廃止措置費用の合計の50%未満となっている。この資金レベルを増やす必要があ

り、関係する国によってこの方向の積極的な対策が取られている(EC、2007年)。

一般に、著しい廃止措置の負債を持った全ての国は、過去の負債用の資金不足を是正す

る対策を取っている。新規原子力発電所を考えている国々は、一般に事業者の外で管理さ

れる、分離された資金を確立するシステムを設置する予定である。それは資金的準備が十

分であるかを定期的に外部監査し確認する仕組みを持つ。

8.6.6 廃止措置の展望

廃止措置の経験が過去20年間にわたり積み上がり、電気事業者/許可取得者からのニー

ズも変わったため、廃止措置の戦略も大きく進展した。最も顕著な変化の1つは、いくつ

かの国々での遅延解体から即時解体への政策の変化である。政策の変化の例は英国の

NDAの決定である。NDCは、初期の100年間解体を遅延するというガス冷却炉の廃止

措置戦略をやめ、廃棄物処分ルートの有効性および資金調達によるが、その代わりに早期

に解体する戦略の採用を決定した。

この変更の1つの理由は、最近の主要原子力プラントの即時解体の世界的な成功を収め

た、アメリカのロッキー・フラッツ(コロラド州)でのように旧軍事拠点のクリーンアップ

に於ける重要な進歩もある。その経験は、現在の技術が十分に進んでおり、廃止措置の目

的が成功裏に達成されていることから、廃止措置を延期する技術的な理由はほとんどない

ことを示している。しかし、廃止措置期間中に低レベルと中レベル廃棄物が比較的大量に

発生するため、廃止措置により発生する廃棄物の処分施設の不足は、いくつかの国々にと

って重要な制約要因かもしれない。処分の道筋があれば即時解体が好ましいし、廃止措置

サイトでの中間貯蔵施設の必要性がなくなり、それにより、重要なコスト要因を取り除く
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ことになる。

十分に特性がわかっている既存の原子力サイトは新規原子力発電施設にとって価値を増

しており、ある場合においては即時解体の重要な推進力かもしれない。例えば、過去数年

で、米国公益事業は新規原子力発電建設を計画し始め、それらのほとんどすべては既存の

原子力発電サイトに建設されることになっている。新規原子力発電施設の建設のために既

存のサイトを再使用する必要性は、運転停止したプラントの廃止措置を加速させると予想

される。

最近の10年間程の廃止措置プロジェクトから得られた経験は、新規プラントの設計者

が、廃止措置を容易にし費用低減するために考慮すべき問題を提起してきた。主要な設計

上の考慮には、モジュール概念の取込み、設備の革新、材料およびシステム・レイアウト、

そして潜在的な汚染のレベルを低減するための手段が含まれる。その汚染低減手段として

は、例えば、より少数の機器、配管およびケーブルの使用、そしてより長い設計寿命とそ

のため交換する必要の少ない設備の使用などがある。廃棄物管理と処分が廃止措置全費用

の3分の1以上となるとすると(図8.7参照)、処理および処分を要する廃棄物の低減を目

指した対策が、さらに著しい費用便益を生み出すことができる。

既設原子炉の運転寿命期間の延長に向けた近年の傾向は、今後数10年間に廃止措置に

なる商業用電力プラントの数に相当な影響を及ぼすかもしれない。この状況は、NEAの

シナリオに反映されている。そのシナリオにおいては、現在の世界の原子炉の大多数が最

終運転停止と廃止措置を最高20年間まで延期すると仮定している。図8.8は、現在の標

準運転時間を仮定した原子力発電所の廃止措置の想定、および潜在的な寿命期間延長の影

響を示す。廃止措置のニーズに対する寿命延長の結果は際立ったものとなっており、

2030年まで毎年運転停止するものはほんの少数の原子炉となり、そして現在運転中の

商業用発電プラントについての解体作業はそれ以降まで少なくなる。
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原子炉の寿命期間の延長は、現在の資金の準備額が廃止措置費用を完全には賄えない場

合などに、廃止措置資金を集めるための追加の機会を与える。さらに、規制と技術的な問

題も含め、より多くの廃止措置と解体の経験を新規廃止措置プロジェクトへフィードバッ

クできることになろう。

少なくとも、運転中の原子炉の寿命期間を延長する傾向にかかわらず、廃止措置活動は

次の20年間にわたり安定したままである。これは、進行中の廃止措置活動が、相当数の

軍事と研究用のサイトで、また既に閉鎖し現在廃止措置の初期段階にある100近い原子

力発電所で継続するからである。現在運転中の発電所のさらなる閉鎖は、単に廃止措置の

需要を増すこととなろう。

規制や政策の枠組みと同様、廃止措置の技術や設備は、研究、非エネルギー産業および

軍事施設を含む全てのタイプの原子力施設に対して、大部分は同じである。多くの現在の

廃止措置活動は(原子力施設のうち)非原子力発電分野の負債に関係しており、それは廃止

措置の経験に莫大に寄与する。したがって、廃止措置の技能は多くの原子力の遺産を持っ

た国々に集中するかもしれないが、その技能と知識は、現在運転中の多くの原子力発電所

が寿命期間延長する場合にさえも保持されることが期待されるかもしれない。

近年得られた経験は、材料特性、放射能測定、プラント機器の除染・切断・解体、遠隔

操作用ツールといった現在利用可能な技術がすべてのタイプの原子力施設を効率的に解体

し、かつクリーンアップできるという確信を与えている。これは、さらなる技術の本質的

な改良が今後数年間に求められるべきでないことを意味しない。例えば、ロボット工学と

レーザの技術および除染と切断の新技術を使用する潜在的な開発は、廃止措置産業で従事

者が受ける放射線量の大幅な低減、発生する二次廃棄物量の低減、そして廃止措置プロジ

ェクトの期間と費用の改善をもたらすかもしれない。政府および関連国際機関は、適切な

研究開発活動が今後10年間に試みられることを確実にする上で重要な役割を果たすこと

ができる。
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キーポイント
・核兵器の不拡散に関する条約は、40年近くもの間、核兵器の拡散を抑止する国際制度

の法的基盤であった。しかし、その将来の有効性や支援体制は、様々な政治的、法的、

また技術的な進展の結果、弱体化する可能性が生じている。この制度の有効性を確実に

継続させるため、その持続と強化が必要になっている。そのために、各国はこの制度の

履行と、おそらくは既存の規定に対する新しい解釈に向けて、新たなアプローチを採る

可能性が高い。また、関連する保障措置メカニズムの強化を継続することにもつながる

であろう。

・核燃料サイクルへの多国間のアプローチは、原子力エネルギーの平和利用の発展を許容

しつつ、機微な核技術の機密保持が可能であることを国際社会に保証できる可能性も有

している。核不拡散に係るこのようなアプローチの基本的なメリットは、多国間の活動

が各国のスタッフの共同作業によって実施され、全員が相互の監視下にある、というこ

とである。

・最近のテロ事件によって、国際社会の注目が核セキュリティ問題にシフトしてきている。

核セキュリティとは、国家とは関係ない者(テロリストや犯罪グループ)が悪意のある目

的で放射性物質を入手、使用することを防ぐためのものである。この問題に取り組むた

め、近年、多くの法的拘束力のある手段や法的拘束力のない手段が実施され、これら手

段が今後も強化かつ補完されることが期待されている。

9.1 はじめに
原子力の平和利用は、国レベルでも、世界レベルでも大きなメリットを与えてくれる。

しかし、民生原子力発電計画の開発を許容する一方で、兵器の拡散を阻止することは、国

際社会とって常に難題でもあった。核兵器の破壊力を考えてみれば、兵器の拡散阻止を希

求することは当然とも言えるが、短中期的な原子力発電の拡大が予測される中、原子力技

術の民生利用と軍事利用の間の結びつきが効果的かつ恒久的に分離できない限り、核兵器

の拡散が今後も重要な課題であり続けるであろう。

この半世紀にわたって、核兵器の拡散を阻止し、核物質や原子力施設のセキュリティを

確保するための国際的な法的枠組みの整備が進展してきた。国際原子力機関(IAEA)およ

び経済協力開発機構／原子力機関(OEDC/NEA)が設立された1957～58年に、この

各々の組織は、核爆発装置の拡散阻止および1、核物質の平和利用限定を保障することへ

の努力を使命の一部として与えられた2。それ以降、核不拡散および核セキュリティに対

する法的枠組みは飛躍的に拡充されてきた。

核兵器あるいは核爆発装置の拡散阻止に関してはほとんどの国が以前から関心を寄せて

いたが、最近のテロ事件によって、その関心はテロリストや犯罪グループによる悪意ある

目的のための放射性物質の入手、使用の目論見に対応し、かつ阻止すること、つまり核セ
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キュリティにシフトしている。核不拡散と核セキュリティには、重要な相乗効果を有して

いる。つまり放射性物質の輸出入管理のような核不拡散に焦点をあてた対策は、核セキュ

リティ目的の支援にも活用でき、核不正分析調査(nuclear forensics)3のような核セキ

ュリティ対策は、核不拡散措置を強化することができる。これらの相乗効果は、確実に核

物質や原子力技術が平和的かつ安全に使用されるよう後押ししている。

核不拡散と核セキュリティは多くの条約や協定等によって管理されている。本章では、

将来に向けての以下の3つの課題に注目しつつ、最も重要と考えられる事項について説明

する。

・核不拡散、核セキュリティに関わるこれらの手段の適用および実施における困難性

・核不拡散および核セキュリティに関わる現行制度に影響を及ぼす可能性のある最近の情

勢や課題

・これら制度を強化し、より効率的にするための取り組み

表9.1に、主要な核不拡散および核セキュリティ関連の条約や協定を示す。これら条約

や協定等の手段に加えて、核物質や原子力技術の移転を容易にするため国家間で締結され

た原子力の平和利用協力に関わる多くの二国間協定がある。その多くが、移転核物質に対

するIAEA保障措置の適用を規定している。また、各国が法的枠組みを確立するために作

られた一連の法的拘束力のないメカニズムもあり、核不拡散や核セキュリティに取り組む

上での「良好事例(best practices)」が反映されている。これらメカニズムは、国際レ

ベルで基準や手続きと調和させることによって、核拡散や核テロとの闘いでは大きな助け

になり得る。
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1 OECD/NEA憲章(改正版)第1条(b)項－以下から入手可能

www.nea.fr/html/nea/statute.html 

「1957年原子力エネルギー分野におけるセキュリティ管理の確立に関する条約」

(Convention on the Establishment of a Security Control in the Field of

Nuclear Energy)によって規定された、核兵器の拡散を阻止するよう設計された制度

は、IAEAおよび欧州原子力機関（European Atomic Energy Community）によっ

て設定された同様の制度との重複を避けるため、OECD/NEAの原子力運営委員会に

よって、1976年に保留にされた。
2 国際原子力機関(IAEA)憲章(改正版)III.A.5条およびIII.B.2条－以下から入手可能

www.iaea.org/About/statute_text.html 
3 「“nuclear forensics”は、核物質が原因であるという証拠を示すため、押収された不

正な核物質ないしは放射性物質を分析することであり、これにはそれぞれの物質の特

性調査やその生産履歴との関連が含まれる。」－IAEA,“Nuclear Forensics

Support, Technical Guidance Reference Manual”, IAEA Nuclear Security

Series No.2; 以下のWebサイトから入手可能

www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1241_web.pdf.



法的拘束力のある協定や条約と法的拘束力のない手段との間の区別は、これらが実際に

執行されるか否か、さらに、どのように執行されるか、という問題ほどには重要ではない。

単に機微なセキュリティ問題に係る国家主権の行使に対する法的な制約が全くない、また、

立法措置という観点から実施しやすいという理由で、各国は「自発的な」(法的な拘束力

のない)協定に示された条項には合意しやすいと考えている。

9.2 核不拡散体制と関連条約

9.2.１　核兵器の不拡散に関する条約

40年近くの間、核兵器の不拡散に関する条約(NPT、1968年)は拡散抑止のための法

的、政治的な要となるものであった。同条約は、1)核不拡散、2)原子力技術を平和利用

する権利、3)軍縮、の三本柱から成るとよく言われている。この条約は、核兵器国

(NWS)が非核国(NNWS)に対して核兵器あるいはその他の核爆発装置を移転しないこと、

または、同様のものを非核国が製造ないしは取得することを支援しないことの確約を義務

付けている。また同時に、同条約は、NNWSが核兵器あるいはその他の核爆発装置を受
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表9.1　主な核不拡散および核セキュリティ関連の条約および協定の現状
（2008年4月現在）

条約・協定名 締約国／団体＊ 発効日

核兵器の不拡散に関する条約(NPT)

核物質防護条約(CPPNM)

1970年3月5日

1987年2月8日

未発効

1969年4月25日

1986年12月11日

1997年3月27日

未発効

未発効

2007年7月7日

2001年9月28日

2004年4月28日

未発効

2005年CPPNM修正条約

ラテンアメリカおよびカリブ海域核兵器禁止条約
(トラテロルコ条約)

東南アジア非核地帯条約(バンコク条約)

南太平洋非核地帯条約(ラロトンガ条約)

アフリカ非核地帯条約(ペリンダバ条約)

中央アジア非核地帯条約

核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約
(核テロリズム防止条約)

国連安全保障理事会決議1373

国連安全保障理事会決議1540

包括的核実験禁止条約(CTBT) （35カ国の付属書
　二の発効要件国）

＊：これら条約・協定等の締約国／団体の数に関する情報は、2008年6月22日現在、以下のWebサイトで参
　　照することができる：
　　　www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_status.pdf;
　　　www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_amend_status.pdf;
　　　http://disarmamanet2.un.org/TreatyStatus.nsf;
　　　www.ctbto.org

191

136

16

33

13

10

26

3

29

144



領、取得、また製造しないこと、およびその製造の支援を求めないことの確約を義務付け

ており、さらに、同条約は、これら同じNNWSがIAEA保障措置の検認施策を受け入れ、

IAEAの保障措置を受けずに線源あるいは核分裂物質、または核分裂のために特別に設計

された機器ないしは材料を移転しないことを義務付けている。もちろん、NPTは同時に、

「全ての条約参加者が等しく、平和目的での原子力エネルギーの研究開発、生産、および

利用を行う権利を奪うことが出来ないこと」についても確認している4。その第VI条にお

いて、NPTは、NWSおよびNNWSを含む全ての締約国に対して、厳重かつ効果的な国

際管理の下、とりわけ全面的かつ完全な軍縮に関する条約について、「誠実に」交渉を行

うよう求めている。

NPTは、1970年に25年間の期限で発効され、1995年5月に無期限延長がなされた。

NPTは次の3つのメカニズムによって効果的に遂行されている。

－　IAEA保障措置を通じた原子力エネルギーの平和利用の検認

－　IAEA保障措置を受けない核物質および原子力技術の移転の制限

－　評価会議による同条約の運用の定常的な評価

NPTは、その歴史の如何に関係なく、近年の政治的、技術的な変化の結果、将来にお

ける有効性が脅かされる可能性が生じている。そのような変化の一つとしては、同条約に

おけるNWSとNNWSの区別5が、かつてほどは重要ではなく、また妥当なものでもない

と認識されていることも挙げられる。事実上の核兵器国であるにも関わらず、NPTを批

准していない国々の存在は、多くの基本的な問題を提起しており、特にこれら国々をどの

ようにすれば核不拡散体制に組み入れることができるか、ということは大きな問題である。

また、NNWSの原子力計画に対する、NPTに基づいたIAEAの保障措置立入査察の強制

などについては、多くの国々が不平等なものであると見ている。

NPTの将来の有効性を脅かしているもう一つの要素は、例えば、核兵器またはその他

の爆発装置の「直接的ないしは間接的」な移転を排除するといったようなある種の規定の

解釈の難しさにある。このようなあいまいな用語を用いることは、特に「二重用途の(軍

用にも民生用にも利用できる)」技術の移転等に対する管理の妥当性についての議論を呼

び起こしてきた。有効な遵守メカニズムないしは執行メカニズムがないことも、この条約

に対する継続的な支援を脅かす一つの要因であると言えるだろう。更に、NPTの脆弱性

と認識されている部分を是正するよう同条約を修正するのは、必要な修正に対して政治的

なコンセンサスを得ることが難しいだけでなく、改正手続きが面倒であるため、非常に困

難である。NPTの修正はまずないと思われるが、改善については、評価会議文書あるい

は付則の執行時に再解釈を見出すことによって実現する可能性の方が高い。

最後に、これらの課題が頻繁に議論される定期評価会議をもっと有効に運用する必要が
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あると考えられる。2005年に定期評価会議が開催されたが、、その内容は期待はずれな

ものであったとされている。このような問題を克服するための選択肢が、NPT締約国に

よって長期にわたり議論されており、近い将来ないしは更に先の将来に採用される可能性

のある解決策については、9.3項を参照されたい。

9.2.2 IAEA保障措置協定およびモデル追加議定書

保障措置とは、世界の「原子力査察官」であるIAEAが、各国が核兵器目的のために原

子力計画を利用しないとの確約を守っていることを検認する活動のことである。NPTは、

全てのNNSWがIAEAと包括的な保障措置協定を締結し、これによってIAEA保障措置の

遂行が可能になるよう義務付けている。IAEAは、世界の145カ国を超える国々6との間

で保障措置協定を発効させているが、その多くは包括協定になっている。また、その他一

部にはNWSとの自発的提案に基づく協定や、非NPT締約国との特定の核物質または施設

に限定された協定などもある。

IAEAと特定の国との間で締結された「包括保障措置協定」の下での検認は、その国が

申告した核物質および核関連活動に必要となる検認を可能にすることを目指したものであ

る。この検認には、サイト内査察、訪問視察、および継続的な監視と評価が含まれている。

それにもかかわらず、この核不拡散システムは、イラクにおける秘密核兵器計画を検知す

ることに失敗し、その失敗によって更に強化された手段が採用されるに至った。これらに

ついては、各国の核活動の申告について、その正確さだけではなく、完全性を追求したモ

デル追加議定書(MAP、1997年)に規定されている。この追加議定書の措置によって、

IAEAは、ある国において申告されている核活動の非転用性(non-diversion)の検認だけで

はなく、未申告核物質や原子力活動がないことの検認も行える。同議定書の規約の下、そ

の国の核計画に関するこれまで以上に詳細な情報が求められ、同様にサイトにおいて査察

官がより幅広く施設に立ち入ることの受け入れと、迅速な移動手段の手配が求められてい

る7。

追加議定書は現在、87カ国およびEURATOMで発効されており、これら全てがIAEA

との様々な保障措置協定を締結している8。しかしながら、各国が追加議定書に合意する

か否かは、自主的な問題とされており、既に周知の核活動を行いながらも、まだ追加議定

書に合意していない国も多い。このような20カ国前後のNNWSの内の一部の国はウラン

濃縮能力も保有している。ウラン濃縮は民生用と軍用の双方に使用することができるため、

民生・軍事両用技術と言うことができるが、軍事目的の方が濃縮度が高く、民生用より達

成が難しい。遠心分離濃縮は、濃縮度を変えられるよう施設を簡単に再構成できるため、
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6 IAEA保障措置協定の数に関する最新情報は以下のWebサイトで入手可能。

www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sir_table.pdf 
7 議定書第2～12条
8 2008年4月25日現在の状況については、以下のWebサイトで閲覧可能。

www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sg_protocol.html. 



特に懸念を呼んでいる。この重要な条約類を遵守するよう各国を説得するための協調的な

努力をIAEAが継続することが重要になっているが、このような努力に対して、前向きな

結果が必ずしも確実に得られるとは限らない。

9.2.3 EURATOM保障措置システム

EURATOM条約は、27カ国の加盟国全てに適用可能な核物質管理システムを確立して

おり、鉱物、原料物質および特殊核分裂物質が使用者によって申告された使用目的から転

用されていないことを確認する責任を欧州委員会に担わせている9。ECは加盟国に査察官

を送り込むことを許可されており、査察官は、同条約の保障措置を受ける物質、機器ある

いは施設を取り扱う場所、データおよび人員を調査できる幅広い権限を有している。また、

ECは警告を行い、また原料物質あるいは特殊核分裂物質の一部ないしは全部の使用中止

を勧告するに至るまでの制裁も課すことができる。ECは、第三国あるいは国際機関との

協定の下、欧州共同体によって課された保障措置責務を果たすことに対する責任も担って

いる10。

9.2.4 地域の非核地帯(NWFZ)条約

特定の地域から核兵器を排除することを目的として、幾つかの取り決めが制定されてき

た。これらの取り決めは全て、核兵器あるいは兵器関連活動がない領域を創出することを

基本理念としている。これら取り決めは、南極条約(1959年)、宇宙条約(1967年)およ

び海底軍事利用禁止条約(1971年)のような「世界で共有(global commons)」している

と見なされている地域での核兵器を禁止する様々な軍縮協定を補完するものである。

次の5つの地域のNWFZ条約が存在するが、これら全てが必ずしも発効している訳では

ない。

－　ラテン・アメリカ向けのトラテロルコ条約(1967年)

－　南太平洋向けのラロトンガ条約(1985年)

－　東南アジア向けのバンコク条約(1995年)

－　アフリカ向けのペリンダバ条約(1996年)

－　中央アジア条約(2006年)

これら条約の締約国は、IAEAが管理する包括保障措置を受け入れており、その国が核

兵器を不正に希求していないということが検認されている。また、これら条約には、当該
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9 EURATOM条約 第77条(a)項；以下のWebサイトから入手可能

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12006A/12006A.html 
10 このような協定の例として、「核不拡散条約の第III条(1)項および(4)項の履行に関わる

欧州原子力共同体、国際原子力機関および欧州連合加盟国間での協定」が挙げられる。

IAEA文書INFCIRC/193および補遺1－20、1973～2008年、IAEA、ウィーン



地域には属してはいないが、その地域に対する責任を有している国、特にNWSが、非核

地帯の状況を尊重し、かつNWFZ条約の締約国に対して核兵器を使用しないよう、ある

いは使うと脅さないよう、法的な拘束力をもたらすことを目的とした議定書が含まれてい

る。中東、南アジアおよび東欧に、更に非核地帯を設定することに対する関心も表明され

てきたが、この構想の前には、近い将来に解決できる見込みが少ない複数の大きな政治的

問題が立ちふさがっている。

9.2.5 包括的核実験禁止条約(CTBT)

CTBTは、核兵器の不拡散に対する国際体制のもう一つの基盤になっている。同条約に

よる核爆発実験の全面禁止は、核兵器の開発あるいは改良を抑制することを目的としたも

のである。この条約は、1996年の国連総会で採択され、多大な支持を得ているものの、

依然としてまだ発効していない。

核実験は、1945年に開始され、1998年まで程度の差こそあれ、ほぼ一定の頻度で

継続されてきた。大気中、地下、および水中実験を含めおよそ2000回もの核実験が

NWSによって、この期間中に実施された。また、非NPT締約国(インドおよびパキスタ

ン)によっても数回の実験が実施された。1998年から2006年までは、2006年10月に

北朝鮮の核実験が行われるまで、核実験が実施された記録はない11。

CTBTの締約国は、軍事用か民生用かに係わらず、その管轄ないしは管理の範囲内のい

かなる場所においても核爆発を禁じ、また、いかなる核爆発への参加に対する働きかけも

行わないことに合意している。同条約は、監視局の国際ネットワーク、サイト内査察、お

よび相互の信頼関係構築方法を含む、同条約の規定の遵守を確認するための包括的な検認

体制を設けた。同条約を発効するために批准が必要とされている44カ国が補遺2にまと

められているが、現在、その内の35カ国を含む、144カ国までが批准している(表9.2参

照)。

9.2.6 原子力供給国ガイドライン

1970年代以降、核物質、原子力機器および技術を輸出している数カ国は、これまで

に、核兵器の拡散を抑止するため、このような輸出を規制することに合意している。これ

らの合意は法的拘束力のない協定にとして規定されているが、その第一は、ザンガー委員

会として知られており、NPT要件を履行することを目的に、1971年に策定されたもの

である。このNPT要件とは、IAEA保障措置検認措置の対象になっている場合のみ、特殊

核分裂物質の処理、使用あるいは生産のために「特に設計あるいは準備された」(EDP)特

定の物質および品目が輸出できるというものである。IAEA保障措置適用の「発動」とな

る物資リストも策定された(IAEA、1990年)。二番目の合意は、原子力供給国グループ

(NSG)が組織された1970年代半ばに制定された。これは当時NPT締約国ではなかった

供給国の参加を確保するためのものであり、また、EDP条件の範囲を超えた規制を採択
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11 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)はNPTの締約国であったが、2003年に脱退した。



するためのものであった。1992年以降NSGは、NNWSが適切な輸出品目を受け取れる

ようにするため、NNWSが核燃料サイクル関係の「フルスコープ保障措置」を受け入れ

ることを求めている。

9.3 NPT体制の維持・強化
NPTは、40年近くもの間、核兵器の拡散抑止のための国際体制の基盤であった。今や

ほぼ世界共通制度になっている。しかし、その将来の有効性は危機にさらされている。こ

の危機を回避するため、以下に示すオプションの内、１つあるいはそれ以上が、短中期的

将来に採用されることが必要になると思われる。

現実的なNPT協議事項

NPT加盟国は、現実的な協議が重要課題に確実に取り組む上で必要であると認識して

いる。2000年の評価会議で、「13の実施ステップ(thirteen practical steps)」が、条
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表9.2　CTBTを発効させるためにその批准が必要とされている補遺2記載国*

国名 批准日 国名 批准日

アルジェリア 2003年7月11日
1999年2月1日1998年12月4日
1997年7月8日1998年7月9日
1999年9月24日1998年3月13日
1999年10月5日2000年3月8日
1999年3月23日1999年6月29日
1999年7月15日1998年7月24日

1999年9月29日
1997年11月12日1998年12月18日
1999年5月25日2000年7月12日
1999年10月5日
2000年6月30日2008年1月29日

1998年3月3日

2004年9月28日
1998年7月31日
1999年3月30日

1998年12月2日1999年1月15日
1999年10月1日1998年4月6日
2000年2月16日1998年8月20日
2001年2月23日1999年7月13日
1998年4月6日

2006年3月10日

イスラエル
アルゼンチン イタリア
オーストラリア 日本
オーストリア 韓国
バングラデシュ メキシコ
ベルギー オランダ
ブラジル ノルウェイ
ブルガリア パキスタン
カナダ ペルー
チリ ポーランド
中国 ルーマニア
コロンビア

コンゴ民主共和国

ロシア(USSR)

スロバキア

南アフリカ
エジプト スペイン
フィンランド スウェーデン
フランス スイス
ドイツ トルコ
ハンガリー ウクライナ
インド 英国
インドネシア 米国
イラン ベトナム

*包括的核実験禁止条約機構(www.ctbto.org)の準備委員会参照
「補遺2」規定国は、1996年6月の軍縮会議に参加した国々であり、その当時、原子力発電炉あるいは研究用
原子炉を保有していた国である。

北朝鮮(朝鮮民主主
義人民共和国)



約第VI条履行のための体系的かつ発展的努力していくことが合意された。これらのステッ

プは、広範囲の国々の数多くの重要な懸念事項を対象としている。例えば、核兵器実験の

モラトリアムや、究極的な軍縮プロセスの目標は実効的な国際的規制の下での全般的かつ

全面的な軍縮である、ということについての再確認といった事項等である。将来的には、

保障措置や平和利用に対する義務等といったNPTのその他の要素も含む、改訂された協

議事項に関するコンセンサスを作り上げる努力する必要がある。

核分裂性物質生産の制限

核兵器拡散防止策として間違いなく有効な方策として、核兵器に必要な高濃縮ウランや

兵器級プルトニウムの分離や生産の制限が挙げられる。多くの国の大きな政治的意志にも

かかわらず、これを核分裂性物質カットオフ条約(FMCT)によって達成する努力は、これ

までのところ不成功に終わっている。しかしながら、兵器に使用可能な核分裂性物質の生

産に上限を定める事は、依然として有効なオプションであり、したがって、今後いずれか

の時期に協議が再開される可能性があると考えられる。

機微技術の多国間管理

機微な濃縮技術や再処理技術を管理する国の数を制限するための検討が重ねられてお

り、これまで燃料サイクル施設の多国間管理に向けての幾つかのオプションが提案されて

いる。このようなオプションの実施は容易ではないが、今後数十年の間には、これらを進

展させる大きな政治的(およびおそらくは商業的)意志が生じることが予想される。

IAEA保障措置の強化

モデル追加議定書に対する幅広い支持が得られることによって、保障措置の現実的な適

用が強化され、IAEAが今後、その目標の達成に向けて取り組みを続けることが期待でき

る。この取り組みは、原子力供給国グループに支持されており、これらの国々は、将来に

わたって軽視できない制度である、モデル追加議定書を遵守し、保障措置協定を協議して

きた国のみに核物質や原子力技術を輸出する、ということに合意している。

9.4 多国間核管理および核不拡散
これまで原子力エネルギーの平和利用に係る国際協力においては、各国による国際保障

措置の受け入れおよび、原子力機器、核物質および原子力技術を平和利用にのみ使用する

という政治的確約を前提としてきた。核不拡散政策は、原子力エネルギーの平和利用と非

平和利用との間を明確に区別し、このエネルギー源の民生利用の拡大が核拡散リスクの増

加に繋がらないよう、取り組みを続けている。

本章で前述したように、1968年に制定されたNPTを基軸とする核不拡散体制は、原

子力技術が平和(民生)利用と非平和(軍事)利用の二重の性質を持つことに対応するための

最重要のメカニズムとして確立されてきたものである。NPTはNNWSに原子力エネルギー

を平和利用のため開発、生産、利用するという奪うことの出来ない権利を行使するための
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支援をし、それと引き換えに核兵器の開発あるいは取得をやめることを義務づけている。

当初からこの「権利」の範囲は、ウラン濃縮や使用済燃料再処理のような「機微な原子力

技術」の利用を含む全ての核燃料サイクル活動を包含すると理解されて来た。これらの

「機微な原子力技術」は、兵器級の核物質、すなわち、高濃縮ウランや分離プルトニウム

の生産に使用できるため、核不拡散の観点からは極めて重要である。

9.4.1 燃料サイクルに対する初期の多国間原子力アプローチ(MNA)

燃料サイクルに対する多国間原子力アプローチは、核不拡散分野では目新しいものでは

ない。1946年には早くも、米国の「バルーチ・プラン(Baruch Plan)」が各国に対し

て、民生原子力活動および核物質の所有権と管理を国際機関に移管することを呼びかけて

いた。その後、1974年に実施されたインドの核実験にも大きく刺激され、原子力技術

の非平和目的利用に対する懸念が生じた結果、以下に示すような核燃料サイクルの多国間

アプローチの可能性検討に関する初期のの取り組みが実施されるに至った。

・1977年の地域核燃料サイクルセンター(RFCC)の検討では、特に再処理およびプルト

ニウムのセキュリティに焦点をあてて、幾つかの厳選されたサイトに国際核燃料サイク

ルセンターを設置する可能性の検討が行われた。その結果、このようなセンターの技術

的な実現可能性を裏付ける結論が得られたが、技術移転に係る問題および全ての利害関

係者に十分な供給保証を与えることの難しさも強調された。

・同様に、1980年に実施された国際核燃料サイクル評価(INFCE)の調査においても、肯

定的な技術的結論が得られている。とりわけ、INFCEは地域燃料サイクル施設実現の

可能性とプルトニウム貯蔵に関する多国間協力の見通しといった課題に取り組んだ。

・これらのイニシアチブの焦点は、IAEAの国際プルトニウム貯蔵(IPS)に関する専門家グ

ループによってさらに発展され、IAEAによって監視される使用済燃料の管理、貯蔵お

よび処分に関する見通しについても検討が行われた。同様の検討がIAEAの供給保証委

員会(CAS)によって1980年に実施された。いずれのケースにおいても、各国が原子

力技術や核燃料に対する管理主権を放棄することを渋ったため、コンセンサスは得られ

なかった。

信頼性構築という観点から見ると、多国間アプローチは、民生用核燃料サイクルの機微

技術が平和目的にしか使われていないことに関する追加的な保証をもたらすと言える。こ

のようなアプローチの核不拡散上の根源となるメリットは、多くの国々からの職員によっ

て実施される多国間事業では、全ての参加者をそのパートナーや同僚からの強力な監視下

に置くことができる点にある。

9.4.2 IAEA専門家グループのMNAに関する報告書

原子力技術の研究の初期には、極めて少数の国しか核燃料サイクル技術の開発能力を有

していなかった。しかしながら、過去数十年で機微な原子力技術へのアクセスは著しく増

加している。今日、最大40カ国もの国々が核兵器製造に必要な技術的知見を持っている

と考えられており、既存の法律制度は、その知見の拡散をなかなか防止できていない。原
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子力技術の継続的な普及に加えて、核不拡散体制外の秘密活動が出現するようになり、こ

の問題に全く新しい焦点をもたらしている。

核不拡散および核セキュリティ問題に対処するため国際協力の重要性が高まってきてい

ることを受け、2004年6月、IAEA事務局長は、民生用核燃料サイクルに対して考えら

れる多国間アプローチを検討するための国際専門家グループを選任した。この専門家グル

ープは、ウラン濃縮あるいは使用済燃料の再処理や貯蔵、処分に関して、それぞれの

MNAというオプションが既存の市場メカニズムから燃料サイクル施設の完全な共同所有

までの広い範囲を対象に含むか否かということについて結論を出した。同グループの報告

書(IAEA、2005c)によれば、多国間アプローチは以下の3つのタイプに分類することが

できる。

・施設所有権のない(核燃料サイクルの)サービス保証：このタイプは、供給者によって追

加的な供給保証が付与されるか、あるいは政府コンソーシアムによるサービスの利用に

対する補完的保証が与えられるか、さらにはサービスの利用が保障されるIAEAが関与

した形での取り決めで達成できると考えられる。

・既存の各国別の施設の多国間施設への転換

・新たな共同施設の建設

これらの様々な燃料サイクル施設に対する仕組みを適用して、同専門家グループは、ウ

ラン濃縮、使用済核燃料の再処理、および使用済燃料の貯蔵、処分に関する以下の選択肢

について評価を行った。それぞれの結論を以下にまとめる。

ウラン濃縮

燃料サイクルのフロントエンドに健全な市場が既に存在するということは、ほとんどの

国にとって、その供給保証がそのような市場によってほぼ満たされている、ということを

意味する。しかしながら、この評価が有効ではないかもしれない国々の場合、燃料の供給

者が追加的な供給保証を提供するか、あるいは国際的な政府コンソーシアムが濃縮サービ

スの提供を保証する、ということが考えられる。いずれの場合にも、利点として技術の拡

散防止および実施の容易さが挙げられるが、一方、問題点としては、予備の遊休生産能力

を維持するコスト、および供給者の多様性の欠如が挙げられよう。もう一つの代替策とし

て、必要な条件を守る意思のある国々に対して、IAEAがサービス供給の一種の保証人

(guarantor)を務める取り決めが挙げられる。このオプションは、実際には、通常の供給

契約が商業的な理由以外の理由で破棄された場合にのみ発動される、不履行時の保障制度

として運用されることになると考えられる。最後に挙げられるものとしては、MNAが共

同運営施設の形態を採るという可能性が考えられる。これには、英国－オランダ－ドイツ

企業であるUrenco、およびフランスのEURODIF(どちらも拡散リスク抑制という点から

成功している)の2つの既存の先例がある
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使用済核燃料の再処理

既存の軽水炉使用済燃料を再処理するための現行の処理容量を前提にすると、今後20

年間の需要を満たすための再処理能力は、世界的に十分あると予測されている。つまり、

新たな共同施設の建設はしばらく不要である。さらに、現在のところ大多数の再処理プラ

ントは国営であるため、追加供給保証は、通常各々の政府によって支持されることになろ

う。国の施設を国際的な所有や管理に移行することは、再処理市場において競合相手とし

て作用する新たな国際事業者が出現することを意味する。このオプションには、国際的な

専門能力を集めるという利点があるものの、技術の拡散が避けられないという問題、およ

び分離プルトニウムの返還に関連したリスクに起因する核不拡散上の問題もある。

使用済燃料処分

今日、全ての使用済燃料処分事業は厳しく各国の国内に限定されている。使用済燃料処

分に対する多国間アプローチは、経済的かつ核不拡散の面で大きなメリットをもたらすが、

このアプローチは、多くの国々で、法的、政治的、パブリック・アクセプタンス面での難

題を提起することになるであろう(第8章参照)。

使用済燃料貯蔵

現在、使用済燃料貯蔵施設は、国別レベルのみで操業中(ないしは建設中)である。ロシ

ア連邦が同国で製造された燃料を供給した国から、使用済燃料を引き取りたい、という意

思を持っていることを除いては、国際的に利用可能なサービス市場はない。特殊核物質の

貯蔵が数少ない安全かつ保安管理の行き届いた施設で行われるということは、保障措置お

よびセキュリティが強化されることになるため、使用済燃料処分と同様、貯蔵に関しても

多国間アプローチの対象として考えられている。

9.4.3 考えられる新たな枠組みに向けて

どのような供給保証メカニズムも、政治的な意図による核燃料供給の妨害が、原子力計

画の導入あるいは拡張を抑止する場合もあると同時に、新たな濃縮・再処理施設を建設し

ようとする動機となる場合もある、という脆弱性について強調する必要がある。経済面と

供給保証の双方の観点から、次の2つの極端な、最も望ましくない状況を示すと、以下の

ようになる。1)数多くの国に燃料サイクル施設がある、という状況。2)数少ない国が独

占的に燃料を供給している、という状況。世界は、限られた数の、強力ではあるが適切な

多国籍あるいは多数国参加の核燃料供給者が競争状況にあり、原子力発電プラントの供給

数を反映していく方が望ましいと考えられる。

IAEA専門家グループの報告書の出版以降、以下のようなかなりの数の提案が提示され

てきた。

・「濃縮および再処理を行わない国々向けの信頼性の高い燃料供給保証を支援するため

に」、余剰高濃縮ウラン最大17.4トンを低濃縮ウランへのダウン・ブレンド用に供す

るという2005年9月の米国からの提案(IAEA、2005a)

277



・2006年1月／2007年6月のロシア連邦のイニシアチブ(IAEA、2007b)は、全ての

関心を持っている国に対して、核不拡散要件に従って、原子力エネルギーの便益の確実

かつ平等な利用を提供することを可能にする「国際原子力発電施設」を開発するとして

いる。このイニシアチブには、アンガルスクに「国際ウラン濃縮センター(IEUC)」を

設置することも含まれており、これは「同センターに参加する組織にウラン濃縮能力の

利用を保証する」としている。

・米国により2006年2月に提案された、先進的原子力発電技術を開発するための「国際

原子力エネルギー・パートナーシップ」・イニシアチブ(第13章参照)。この提案には、

「濃縮および再処理技術に対して、自国の投資を行わないことに合意する国々が確実に

核燃料を入手できるようにする」計画も含まれている。

・2006年6月の商業ウラン濃縮供給活動を行っている6カ国(フランス、ドイツ、オラン

ダ、ロシア連邦、英国、米国)からの「信頼性のある核燃料入手のための多国間メカニ

ズム」概念に係る提案(IAEA、2006a)。この概念は、通常の市場での行為を超えた、

「基本(basic)」と「備蓄(reserve)」の2つのレベルの濃縮保証から構成されている。

・2006年9月の「核脅威イニシアチブ」による申し出では、IAEAに5,000万米ドルの

寄付を行い、IAEAによって所有、管理される低濃縮ウランの備蓄を作り出すことを支

援しようとしている。これは、他の供給措置が中断された場合に、この備蓄を利用でき

るようにするためのものである。この申し出は、期間限定を前提としている。追加の

5,000万米ドルは、この核燃料備蓄の確立に向けて米国によって供与された。2008

年2月に、ノルウェイは500万米ドルを追加した。

・2006年9月、日本が提案したIAEAの核燃料供給保証のための予備的取り決め(IAEA

Standby Arrangements System for the Assurance of Nuclear Fuel

Supply)(IAEA、2006b)。同提案は、核燃料供給の中断を防止するため、基本的にウ

ラン備蓄および燃料加工の能力に関する情報を普及させようとするものである。このシ

ステムは、「信頼性のある核燃料入手のための多国間メカニズム」を補完するよう構築

されている。

・2007年5月の「核燃料サイクルの多国間管理(Multilateralising the Nuclear Fuel

Cycle)」に係るドイツの提案(IAEA、2007a)。このドイツ提案の管理制度では、

IAEAの管理下で治外法権的地位を有する多国間ウラン濃縮センターが設置されること

になるが、濃縮サービス提供のための運転は商業的に行われる。

これらの提案は全て、商業用核燃料向けの低濃縮ウラン(LEU)の供給保証を何とかして

与えようとしている。また、これらの提案は様々な選択肢を提示しており、その多様性が

世界的なシステムを構築する上での課題を描き出していると言える。さらに、これらの提

案は、低濃縮ウランそのものや即利用可能な燃料集合体の供給と共に、ウラン濃縮サービ

スについても対処したものになっている。

供給メカニズムが全ての原子力エネルギーの利用者に対して確実に公平で利用しやすい

形態にできるよう、新たな供給保証のためのシステムを策定する必要があると考えられる。
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これを成功裏に実施するためには、高い柔軟性が必要になる。なぜならば各国は、その地

理、資源、技術的能力、歴史的な相互関係、地域経済の統一性およびその他の戦略的因子

に応じて、その燃料供給セキュリティを向上させるため、様々な政策および解決策を立案

する可能性があるためである。そのため、このようなシステムへの参画は自発的なものに

なるであろう。そして、平和目的で原子力エネルギーを利用する各国の権利は、これに参

画しないという選択をしたとしても侵害されるべきではない。このような新システムは、

あくまでも商業市場の「バックアップ」であるべきである。

今日のイニシアチブは全て、核燃料の供給セキュリティに焦点をあてているが、同様の

考え方を、使用済燃料再処理・リサイクル、および使用済燃料の管理・処分を含むその他

の機微な燃料サイクルの側面にも適用することが可能と考えられる。にもかかわらず、現

在の考え方は、燃料サイクルのバックエンドに焦点をあてた多国間アプローチは、もっと

後の段階、すなわち、十分な経験が蓄積され、燃料供給保証に対する多国間システムの適

用から十分な信頼性が得られた段階で導入されるべきであるという見解を反映したものに

なっている。

どのような提案が採用されることになっても、全てのこのような事業の法的基盤は、ほ

ぼ必然的に二国間あるいは多国間の取り決めに基づくものになるものと考えられる。そし

て、その取り決めにおいては「燃料サイクル」の受入国／サイトが指名され、施設の所有

権が決定され(例えば共同所有等)、受益者の資格取得基準が設定され、供給保証・条件が

明確に記載され、責任と義務(responsibilities and liabilities)が明確に整理され、そし

て、当該取り決め条件違反に対する罰則規定が含まれていることが必要であると考えられ

る。

現時点で、このような包括的な取り決めを対象とした国際的な法的枠組みはなく、世界

的レベルで、一つあるいはそれ以上のこういったイニシアチブに対する十分な支援が得ら

れるまでは、現在の状況は変わりそうにもない。もちろん、核不拡散、核セキュリティ、

原子力安全および放射性廃棄物管理を対象とした既存の国際的な条約等に盛り込まれてい

る一部の規定が、新たな枠組みの基盤として活用できる可能性があることも事実であるが、

このような措置によって、求められている目標に適合しそうにないつぎはぎ規定を生み出

してしまう可能性もある。この種のイニシアチブに対する十分な国際的理解が得られた時

点で、このような計画の安全かつ確実な実施のための新たな国際的な法的枠組みを採択す

る協議を行うべきであると考えられる。

9.5 核セキュリティ条約および関連する取り決め等

9.5.1 核物質防護条約(The Convention on the Physical Protection
of Nuclear Material)：勧告、条約およびその改正版

核物質防護に関する各国への最初の勧告は1974年に発表された(IAEA、1999年)。

この勧告は、リスクに基づいた核物質の分類を設定し、国内外にかかわらず、破壊行為か

らの防護を含め、その使用、貯蔵および輸送時の防護対策を提言している。この勧告の実
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施は、核物質防護条約に規定されている多くの義務を遵守していることを実証する手段の

一つになる。この勧告は最近では1998年に改正されたが、今後、テロリストによるリ

スクに対応するため再び改正される可能性が極めて高い。

核物質防護条約(CPPNM、1980年)は、最初の国際的な核セキュリティに関する条約

であり、同条約で定義されている核物質の防護を対象にしている。その主な目的は、国際

輸送中の核物質の防護であるが、その規定の多くは、国内での使用、貯蔵、輸送中の核物

質に適用される。CPPNMでは、国際輸送および関連する貯蔵中の核物質に適用される

べき防護レベルの定義、これらレベルを適用する必要のある核物質の分類、また、このよ

うな物質の防護の失敗に関連したリスクの評価に基盤を置いている。同条約の加盟国は、

その国の法律の下、処罰されるべき違反に種々の措置を下すことを義務付けられている12。

核物質防護条約の2005年改正版(CPPNM改正版、2005年)は、増加しつつある核セ

キュリティのリスクに対する国際社会の最近の懸念を明確に反映している。この改正版は、

国内の原子力施設における活動や破壊活動、使用、貯蔵または輸送中の核物質を対象とす

べく、その範囲を大きく拡張したものとなっている。同条約の改正は、関連する核物質の

盗難、紛失または盗難された物質の回収、施設および核物質の破壊行為からの防護、なら

びに破壊行為による放射線影響の緩和のための適切な防護体制を維持するよう加盟国に求

めている。また、各国は、同条約の実施責任を担う管轄当局の指定を含め、その法体系に

同条約の体制を組み込まなくてはならない、とされている。

9.5.2 核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロリズム
防止条約)(The International Convention for the
Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)

核セキュリティ分野における最新の多国間の取り決めは、国連の核テロリズム防止条約

(2005年)であるが、同条約は2007年7月付で発効したばかりである。その序文に記さ

れているように、同条約は、核テロリズムの行為の「防止に対して、有効かつ現実的な対

策を立案、採択するために各国間の国際協力を強化する、差し迫った必要性」の結果とし

て生み出されたものである。同条約は、核爆弾の開発、放射性物質を撒き散らす装置

(「汚い爆弾(dirty bomb)」)の開発、および原子力施設の破壊などのテロリスト行為を含

む、死亡や重傷を引き起こす、ないしは資産または環境に重大な損害を与えることを目的

とした種々の攻撃について明確に規定している。また、脅迫、要求、企てといった行為、

そして共犯者、組織のメンバーあるいはリーダー、協力者という形での核テロリズム行為

への参加についても明確に定義付けており、これら全てが同条約の加盟国の国内法の下、

犯罪行為として規定されなくてはならないとしている。

また同条約には、対テロリズム対策、情報交換、および核テロリズム行為の検知、防止、

対応に関する義務行為も盛り込まれている。さらに同条約には、参照すべきIAEAの保障
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措置条例や核物質防護に対する勧告も組み込まれている。

9.5.3 原子力安全条約(the nuclear safety conventions)

原子力事故の早期通報に関する条約(the Convention on Early Notification of a

Nuclear Accident：早期通報条約、1986年)および原子力事故あるいは放射線緊急事

態の場合における援助に関する条約(the Convention on Assistance in the Case of

a Nuclear Accident or Radiological Emergency：相互援助条約、1986年)の双方

は、原子力施設での事故に焦点をあてたものである。またその規定の範囲は幅広く、人身

被害あるいは資産損害の原因になり得る放射性物質の国境を越えた放出を引き起こす可能

性のある、悪意のある行為によって発生する可能性のある事象も対象に含んでいる。それ

ぞれの条約は、テロリスト、犯罪者の行為による、放射線の影響が懸念される事象の発生

時に、協調的支援を行うよう定めている。さらに、その他の条約として、原子力安全条約

(the Convention on Nuclear Safety：CNS、1994年)および使用済燃料管理および

放射性廃棄物管理の安全に関する条約(the Joint Convention on the Safety of

Spent Fuel and Radioactive Waste Management：放射性廃棄物等安全条約、

1997年)が挙げられるが、これらにも、放射線緊急事態発生時の対応策と共に、核物質

や原子力施設の防護を義務付けた規定が記載されている。

9.5.4 核不拡散および核セキュリティに関する国連安全保障理事会の決議

最近発布された、テロリズムと闘うことを目的とした幾つかの国際連合安全保障理事会

の決議は、興味深い進展であり、将来にわたって継続することが期待できるものとして考

えることが出来る。安全保障理事会は、全ての国連加盟国に対して拘束力のある義務を生

じさせる「立法的(legislative)」13な立場でこれまで13件の決議を採択してきたが、そ

の内2件を核不拡散と核セキュリティに関係するものとして挙げることができる。

一つめの国連決議第1373号(2001年)は、米国に対する9月11日のテロ攻撃を受け

て採択された。同決議は、「全てのテロリズム行為の資金援助や準備を防止かつ抑制する

ため」14、国際協力を増強し、国内対策を強化することを求めている。「国際テロリズム

のような行為が世界の平和と安全に対する脅威になっていること」を再確認することによ

って、国連は、全ての加盟国に対してこの決議に従うことを実効的に義務付けている。講

じるべき対策としては、テロリスト行為への資金提供の防止、抑制および処罰対象化、テ

ロリストの資金および資産の凍結、テロリストの移動の制限、ならびにテロリズムに関す

る情報交換の活性化が含まれている。同決議は、核兵器およびその他の殺傷行為に用いら

れる可能性のある物質を含む核物質、大量破壊兵器にも言及している15。

281

13 国連憲章の第VII条：平和に対する脅威、平和の破壊、および侵略行為に関連した措置

について；以下のWebサイトから入手可能

www.un.org/aboutun/charter. 
14 同決議の序文の第8パラグラフ



二番目の国連決議第1540号(2004年)は、大量破壊兵器の拡散に対応するため採択さ

れた。同決議では、テロリストあるいは犯罪分子(非国家的活動家)によるこのような兵器

の取得を防止することに焦点があてられている16。安全保障理事会は、「・・・全ての国

家は、関連物質を対象とした適切な規制管理を確立させることも含めて、核兵器、化学兵

器あるいは生物兵器の拡散およびその搬送を阻止するための国内規制管理確立に有効な措

置を講じ、かつ執行すること。」を決議した17。このような対策としては、主要品目に対

する計量管理、十分な核物質管理、不正な取引に対抗できるよう計画された国境警備およ

び法執行メカニズム、また、エンドユーザー管理や、国レベルでの有効な輸出管理および

輸送管理およびそれを補助するための規制管理違反に対する罰則の制定などが挙げられ

る。

9.6 将来の展望
将来の予測は常に難しいがいくつかの問題は、現在でも十分に明確な形で現れてきてお

り、現実的な将来の予測をすることが可能である。

法体系における協調

核拡散やセキュリティの脅威はその性質において世界規模のものであるが、これらに対

処するための方策は、各国政府の責任の下に置かれている。つまり各国ごとに様々な法体

系、政治体制、およびそれらの成熟度の違いがあることは、必然的に各国の原子力法制に

違いがあることを示している。そのため、必ずしも全ての政府が、同じような形態で条約、

協定およびその他の取り決めをその国の法的枠組みの中に組み込む訳ではないが、特に国

境を越えた核の脅威への対応については、統一的な法的処置が非常に有効になる可能性も

ある。将来的には、国家的および国際的な組織が、各国の法律制定のモデル構想策定を通

して、この協調プロセスの支援に集中的に力を注ぐ可能性が考えられる。

協力および支援の連携

核拡散の抑止および核セキュリティの強化のための努力に参画している組織の実体数

は、協力あるいは支援を行っている組織や政府の数と同じくらい多い18。オーストラリ

ア、欧州連合、日本および米国のような一部の国々は、この分野での経験が浅い原子力国、

特にOECD非加盟国に反テロリズムのための支援をすることに極めて積極的である。こ
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16 同決議のパラグラフ1
17 同決議のパラグラフ3
18 例えば、IAEA、国連グローバル・テロ対策戦略、核テロリズムに対抗するためのグ

ローバル・イニシアチブ、核拡散セキュリティ・イニシアチブ、UNSC 1540委員

会、原子力供給国グループおよび国際刑事警察機構(Interpol)



れらの努力をより効果的に協調させることの必要性は世界的にも広く認識されている。そ

のため、将来のこれらの支援活動は、十分に政治的な吟味を行った上で、重複や欠落を避

けるために情報共有を進めつつ、幾つかの組織あるいは国の共同作業によって実施される

ことになるであろう。

不十分な執行と遵守への対処

核不拡散と核セキュリティの規範は、基本的にに各国の立法に基づき、各国の刑事およ

び民事司法制度の中で執行されている。しかしながら、これらの執行メカニズムには必ず

しもいつも十分に信頼できるものではないため、今後は、適切な執行法制を採択すること

ができなかった国、あるいは違反が発生した場合に有効な是正措置を講じることができな

かった国に対して圧力をかける場合があるということに、各国政府と各国際機関の双方が

合意する必要がありそうである。

透明性対機密性

この問題は核不拡散や核セキュリティ問題に限定されたものではないため、本書では第

10章と12章で取り扱っている。本章では、国際レベルにおいてこれまで広範な公式・

非公式取り決めが採択されてきたが、国家間での核セキュリティ関連の情報交換のための

現行の枠組みは、その一貫性の観点から改善の余地がある、ということに触れておくに留

める。

原子力ルネッサンスへの対応

近年の「原子力ルネッサンス」に向けての潮流は、核不拡散と核セキュリティの双方に

対して明確な意味を持っている。より多くの国が大量の核物質を使用する施設を運転すれ

ば、少なくとも理論的には核爆発装置開発への転用の可能性が増加する。より多くの原子

力施設の運転は、破壊行為の目標とされるより多くの対象を生み出し、核物質の移動が増

えることは、盗取あるいは転用の危険性を増加させる。これらの問題は克服することの出

来ないものではないが、政策立案者は、これらを予測し、かつ真剣に対処しなければなら

ない。原子力発電計画に新たに着手する国々の一部が経験不足であるため、その発電計画

が今後15～20年間程度では十分に開発されないとしても、核セキュリティにとっては

際立った課題をもたらすであろう。そのためこれらの国々に対して、経験が豊富な原子力

国や多国間管理組織からの協力や支援の提供が必須である。また、その原子力発電計画を

著しく拡大している国々は、確実に自らの法的枠組みを万全なものにする必要がある。

国際レベルおよび国内レベル双方での、強力かつ首尾一貫した核不拡散と核セキュリテ

ィに対する法的枠組みは、世界の平和と安全の維持に不可欠である。NPTやIAEA保障措

置協定のように長い歴史を持つ制度が新たな挑戦を受けつつある一方で、新たな、また改

正された国際条約等が絶えず採用されてきている。しかし、これら条約等の不平等な実施

が、核不拡散と核セキュリティの双方を強化する努力に好ましくない影響を及ぼす可能性

があり、そのような状況が今後、明らかに是正される必要がある。これまでのところ、こ

の変化し続ける世界情勢から生じる多様な課題を解決するための方策については、まだ全
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体の合意が得られていないが、少なくとも、新たな方策および新たな解決策を見出すため

に努力し続けようとする政治的な意志は存在している。各国と国際機関の双方は、ここ数

年の間、これらの課題に適切な優先順位を付けていく必要があるであろう。
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キーポイント
・ある種の基本的概念あるいは原則において、原子力法は国のその他の法律とは異なって

おり、原子力活動を規制する国内法制度および国際的な法的枠組みの双方に、このよう

な点を見出すことができる。

・国家レベルであろうと国際レベルであろうと、法的枠組みは、世界的な原子力エネルギ

ー生産や利用の飛躍的な増加を含む将来の展開に適応できるよう十分に柔軟でなくては

ならない。

・現行の国際的な法的枠組みは、多数の法的拘束力のない規程(code)、指針(guideline)、

および基準(standard)で補完された、様々な法的拘束力のある条約(treaty)、協定

(convention)、協約(agreement)および決議(resolution)から構成されている。この

枠組みは、科学技術の進歩、国家のエネルギー政策、経済力、商業的動機、環境に対す

る懸念、セキュリティ・リスクおよび原子力事故がもたらした結果によって、過去50

年間に著しい変化を遂げてきた。

・将来に向けて最も重要な課題の一つが、新たな原子力発電計画のある国々に対して、こ

の国際的な法的枠組みを支持し、かつその様々な条約等の条件に従うよう説得すること

である。同様の課題が、既に確立した原子力計画がありながら、自国の制度を既存の国

際的な法的枠組みに「調和させない」選択を取っている国々にも当てはまる。

・国際機関は、加盟国における原子力活動に必要な法的枠組み策定に際して、幅広い支援

を継続しなければならず、また、情報や経験の交換、および指導のために重要な、討論

の場を継続的に設けなくてはならない。

・国の規制機関は、その責任と位置づけにおいて、国の法的枠組みに不可欠の構成要素で

ある。

10.1 はじめに
原子力分野の法的枠組みは、一連の特殊な法的拘束力を持つ規則で構成されており、原

子力活動に関係した組織の行為を取り締まるために作成されている。原子力活動とは、核

分裂物質、電離放射線に関連した活動、および自然放射線源への被ばくに関連した活動で

ある。その規則は、人、資産および環境を原子力活動に伴う危険から確実に保護すること

を目標にしたものである。今日、核燃料サイクルに関係した事実上全ての活動が、ある程

度まで国や国際的な法的枠組みの規制を受けている。国レベルでは、法的枠組みは通常、

(規制を含む)法制度上に構築されているが、国際レベルでは、条約、協定および協約のよ

うな一つ以上の法的拘束力のある国際的な取り決めから構成されている。

過去50年間にわたって、原子力活動を規制している国家および国際的な法的枠組みは、

多くの要因(科学技術の進歩、エネルギー政策の変更、新たな経済力、競争市場における
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商業的動機、増大する環境に対する懸念、国内および国際的セキュリティ・リスク、チェ

ルノブイリ事故)がもたらした結果によって大きな変化を遂げてきた。これら法的枠組み

は、世界的な原子力エネルギー生産や利用の飛躍的な増加、さらにはいずれかの国が初め

て原子力発電計画を実施するような場合も含めて、将来の展開に適応できるよう十分に柔

軟でなくてはならない。

原子力法の幾つかの基本概念あるいは基本原則は極めて特徴的であり、原子力活動を規

制する法的枠組みに反映されている。この概念とは、安全性、セキュリティ、責任、許可、

継続的管理、補償、持続可能な開発、コンプライアンス、独立性、透明性、および国際協

力等を指す。原子力エネルギーの生産および利用が将来増加するという予測が今後新たな

概念を生み出す、ということにはならないだろうが、既存の概念の重要性はほぼ確実に増

すことになるであろう。

10.2 国際的な法的枠組み

10.2.1 起　源

ほとんどの場合、国際原子力法は、技術開発、大規模事象および高まりつつある原子力

の危険性に対する公衆の懸念に対して、受け身で策定されてきた。国際原子力界は、原子

力事故が人間の健康、資産および環境に国境を越えた影響1を及ぼすことを十分に承知し

ていたが、原子力発電プラントの安全性、使用済燃料や放射性廃棄物の安全管理、原子力

関連緊急時通報・支援、原子力損害の補償及び放射性物質国際輸送の改善に具体的に取り

組むべくさらなる国際条約・協定の採択に踏み切らせたのは、チェルノブイリ事故であっ

た。同様に、国際レベルでのテロリストあるいはその他の犯罪活動によって、国際社会は

核セキュリティ、原子力関連輸出入の安全性および核兵器の不拡散を改善するよう設計さ

れた、新たな、かつ強化された法的な取り決めを採用するよう、突き動かされてきた。

パリ条約(1960年)、核不拡散条約(1968年)およびロンドン条約(1972年)のような

多国間取り決めは、原子力分野における初期の国際的な法的枠組みを構成するものになっ

た。しかし、原子力エネルギーの生産および利用の全ての側面を統括する包括的な国際法

制度の具体化への着手は、1986年のチェルノブイリ事故を待たなければならなかった。

この法的枠組みは現在、様々な法的拘束力を持つ条約(treaty)、協定(convention)、協

約(agreement)および決議(resolution)から構成されており、さらに、数多くの法的拘

束力のない規程(code)、指針(guideline)および基準(standard)で補完されている。その

目的は、原子力活動がいつでも、どこでも、また誰によっても、安全かつ確実に実施され

るようにすることにある。
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1 例えば、1960年代初期に採択された、パリ条約(1960年)、原子力損害に対する責任

および補償に関するブリュッセル補足条約(1963年)およびウィーン条約(1963年)、

また、1980年の核物質防護条約(CPPNM)によって示されている通り。



10.2.2 国際的な法的取り決め

国際的な法的枠組みでは、調和を目指すことが多い。これは統一性ではなく、一貫性を

目指すことを意味している。原子力エネルギーの平和利用が隣国に重大な害を及ぼす可能

性がある場合、そのようなリスクや事象発生時の対応に対して整合のとれた管理を行える

ことは、原子力技術利用に関して、各国間でのより深い理解、より正しい認識、また、よ

り高い信頼性を生み出すことに繋がる。表10.1、10.2および10.3に、現在、国際的な
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表10.1　安全性、放射線防護および緊急時対応を規定する
国際的な法的取り決め

条約・協定等の取り決め 目　的 採択年

.

1986年

1986年

1989年

1994年

1996年

2003年

原子力事故の早期通報に関する条約
（早期通報条約）

国境を越えて影響を及ぼす可能性のある原子力事故を
IAEAと隣国に通報するｼｽﾃﾑの創出

原子力事故または放射線緊急事態発生時の即時援助お
よび支援のための枠組みの構築

放射線緊急事態発生時に講じるべき健康保護措置およ
びその他の処置について一般公衆に情報提供すること
が必要

電離放射線の危険性から従事者および一般公衆の健康
を防護するための基本的な安全基準の設定

高放射性密封放射線源および持ち主のない線源
（orphan source）の管理の規定

原子力安全の実施面および規制面に係る国際的な標準
を設定することによって、原子力発電ﾌﾟﾗﾝﾄ（NPPs）
運転時に高い安全ﾚﾍﾞﾙを維持することを目指した奨励
条約*

原子力事故または放射線緊急事態に
おける援助に関する条約
（援助条約）

理事会指令 89/618/EURATOM

原子力の安全に関する条約
（原子力安全条約）

理事会指令
96/29/EURATOM

理事会指令
2003/122/EURATOM

*「奨励条約（incentive convention）」とは、管理、制裁等の手段で、締約国が同条約の下で確実にその義務を守るよう
にすることを意図したものではなく、同条約に記述された目標を達成することに対する共通の関心を基盤とした条約
である。締約国間の定期会合を通じて、各国の意欲の進展・促進が図られる。原子力安全に関する条約の場合、締約
国は、上記のような会合での「ピア・レビュー」に供するため、各国の義務の履行に関する報告書を提出することを
求められている。

表10.2　使用済燃料および放射性廃棄物管理を規定する
国際的な法的取り決め

条約・協定等の取り決め 目　的 採択年

1993年

1997年

2006年

理事会規則（EURATOM）No. 1493/93 欧州連合加盟国間での放射性物質の輸送規定

使用済燃料管理および放射性廃棄物
管理の安全に関する条約（共同条約）

国内対策および国際協力の強化を通じて、高い安
全ﾚﾍﾞﾙを達成、維持することを目指した奨励条約

理事会指令 2006/117/EURATOM
放射性廃棄物および使用済燃料の輸送の監視と管
理への取り組み



法的枠組みを構成している重要な取り決めを示した。

さらに、原子力の平和利用に関係した、政策立案者、規制者、原子力施設の運転者およ

び関連する物品・サービス・技術の供給者らの活動を支援するため、多くの法的拘束力の

ない取り決めが公布されてきた。最も良く知られ、かつ利用されているものとして、

IAEAの安全基準、放射線源の安全とセキュリティに関する行動規範(Code of Conduct

on the Safety and Security of Radioactive Sources)および研究用原子炉の安全性

に関する行動規範(Code of Conduct on the Safety of Nuclear Research

Reactors)が挙げられる。

原子力損害の責任および補償

政府は一般に、発達した原子力産業による社会へのメリットと、原子力エネルギーの生

産によって発生する特別なリスクから公衆を保護することとのバランスの必要性について

認識している。ほとんどの原子力発電国の場合、このバランスを達成するということは、

原子力施設で発生した事故、あるいは核物質輸送中の事故の結果生じた、第三者2が被る
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表10.3　原子力損害の責任および補償を規定する
国際的な法的取り決め

条約・協定等の取り決め 目　的 採択年

1960年

1963年

1963年

1988年

1997年

2004年*

2004年*

1997年*

*未発効

原子力の分野における第三者責任に
関するパリ条約

原子力事故の犠牲者に対して補償するための原子
力責任・補償制度の確立（当然の権利として、
OECD加盟国に公開、また、全ての締約国の同意
に基づき、非加盟国に公開）

パリ条約についてのブリュッセル補
足条約

パリ条約が要求する補償に補足的補償を付与する
ための仕組みの確立（パリ条約締約国のみに公開）

原子力損害の民間責任に関するウィ
ーン条約

パリ条約で規定されている制度と類似の原子力責
任・補償制度の確立（全ての国に公開）

ウィーン条約およびパリ条約の適用
に関する共同議定書（ジョイント・プ
ロトコル）

パリ条約とウィーン条約との間を繋ぎ、片方の条
約にのみ加盟している国における犠牲者に対して
も、もう片方の条約によって規定された補償措置
を適用可能とするための、措置

原子力損害の民間責任に関するウィ
ーン条約改正議定書

これまで以上に広範な損害に対してより多くの犠
牲者を補償するため、従来より多額の金額を充当
できるよう求めることによる既存制度の改善

原子力の分野における第三者責任に
関するパリ条約改正議定書

これまで以上に広範な損害に対してより多くの犠
牲者を補償するため、従来より多額の金額を充当
できるよう求めることによる既存制度の改善

パリ条約についてのブリュッセル補
足条約改正議定書

パリ条約の下で提供される補償を補填するため、
従来よりはるかに多くの補償を充当できるよう求
めることによる既存制度の改善

原子力損害の補完的補償に関する条
約

パリ条約、ウィーン条約あるいは「補足的補償に
関する本条約の付属書によって定義されている国
の法制度」で要求されている補償を追加できる世
界的な責任・補償制度の規定



損害の責任を規定した新たな原則に基づいて不法行為法の基本的な規則に基づかない、別

の政策を行うことを意味してきた。このような原則は、国レベルではほとんどの法制度の

基盤を、また、国際レベルでは原子力責任・補償条約3の基盤を形成している。

無過失責任(strict liability)：原子力施設の運転者は、過失あるいは怠慢を立証されな

くとも、損害に対する責任を免れない。ただし唯一、損害と原子力事故との間の因果関係

の立証は必要となる4。

責任の集中(exclusive liability)：ほとんど例外なく、原子力施設の運転者は、事故の

実際の原因にかかわらず、損害に対する責任を担う可能性のある唯一の主体となる5。

金融保証(financial security)：運転者は、確実に補償資金を利用できるようにするた

め、経済的にその責任を全うできなくてはならない。これには民間保険が通常、使われて

いる。

責任限度額(liability limited in amount)：厳格責任および独占責任による補償、なら

びに責任額の大部分を決定する保険市場の能力が限られていることに対する交換条件とし

て、運転者の責任には、金額上の制限が設けられている6。

責任限定期間(liability limited in time)：運転者の責任は、通常事故後10年間までの

期間に制限されている7。これもまた、無過失責任および責任の集中の交換条件であり、

また、金融保証提供者が長期間を対象にしないためである。
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2 「第三者」とは、原子力運転者または関連する物品・サービス・技術の供給者以外の

あらゆる者を指す。

3 一部の国は、多くの原則を採択しているが、全ての原則ではない。

4 不法行為法の規則の下では、原告は、補償を求めている主体(企業等)の過失あるいは

怠慢を立証しなければならない。犠牲者が、事故発生後にこのような立証を行うこと

は極めて困難になるため、無過失責任の原則が、原告に対して公平性を提供するため

の重要な手段となる。

5 原告は通常、当該損害の責任を負う可能性のある者を追求しなければならない。原子

力事故後は、これが犠牲者にとって非常に困難な課題になる可能性があるため、責任

の集中の原則があることは大きな利点になっている。さらに、関連する物品・サービ

ス・技術の供給者は、申し立てに対する弁護を行う必要も、責任保険費用を負担する

必要もない。

6 大事故の場合、運転者の責任補償は十分ではないため、ほとんどの政府は、市民の保

護と福祉に対する国の責任に基づいて、国家の介入が必要であると認識している。

7 一部の国は、個人の死傷の申し立てを起こすことが出来る期間を30年まで延長して

いる。



チェルノブイリ事故以前から、各国は原子力事故の影響が政治的、地理的境界で止まら

ないことは認識しており、事故が起こったのがどこであれ、また、損害を被ったのがどこ

であれ、様々な国の原告が、同様の法律によって判定された措置が受けられるようにする

ことが望ましいという点で各国の意見は一致していた。その様な国際条約があれば、国境

を越えた法的措置に対する規則を規定し、一国から他国への核物質の輸送によって生じた

損害の法的責任を確立し、また、どの国の法廷が申し立ての聴取を行う司法権を有すべき

か、どの国の法律を適用すべきかについて決定することができる。表10.3に示されてい

るように、このような条約は既にいくつか存在しており、OECDの援助で最初に採択さ

れたのは、パリ条約であった。これらの取り決めの下での運転者責任補償額および補足的

な国の出資限度については表10.4に示されている8。
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8 これら問題の取り決めの下での計算単位が、ユーロあるいは米ドル以外である場合に

は、責任補償額は、2008年7月22日現在のユーロ／米ドル等価額に変換されている。

表10.4　運転者責任・補償額および
補足的国家出資額

条約・協定等の
取り決め

国による補足的
出資額

運転者の責任
（特に記載が内場合には、
民間資金によって提供）

パリ条約 該当無し

上限：　1500万ﾕｰﾛ/2400万米ﾄﾞﾙ
NEA常任委員会勧告による：
1億5400万ﾕｰﾛ/2億4400万米ﾄﾞﾙ
下限：　500万ﾕｰﾛ/800万米ﾄﾞﾙ

ブリュッセル補足条約
500万ﾕｰﾛ/800万米ﾄﾞﾙ～3億800
万ﾕｰﾛ/4億8900万米ﾄﾞﾙパリ条約に同じ（上欄参照）

ウィーン条約 該当無し上限：なし
下限：9500万米ﾄﾞﾙ（概数）

ウィーン条約改正議定書 該当無し

上限：なし
下限：3億800万ﾕｰﾛ/4億8900万米ﾄﾞﾙ
削減責任：500万ﾕｰﾛ/800万米ﾄﾞﾙ
運転者/国は責任を分担できる

パリ条約改正議定書 該当無し

上限：なし
下限：7億ﾕｰﾛ/11億米ﾄﾞﾙ
削減責任：ﾘｽｸの小さい施設に対して
は7000万ﾕｰﾛ
輸送に対しては8000万ﾕｰﾛ

ブリュッセル補足条約改正
議定書

7億ﾕｰﾛ/11億米ﾄﾞﾙ～11億ﾕｰﾛ
/17億米ﾄﾞﾙ上限：7億ﾕｰﾛ

補完的補償に関する条約
3億800万ﾕｰﾛ/4億8900万米ﾄﾞﾙ
（概数、全ての原子力発電大
国が加盟した場合）

上限：なし
下限：3億800万ﾕｰﾛ/4億8900万米ﾄﾞﾙ
削減責任：500万ﾕｰﾛ/800万米ﾄﾞﾙ
運転者/国は責任を分担できる



10.2.3 政府間組織

今日の国際的枠組みは、国連総会や安全保障理事会、国際原子力機関、OECD原子力

機関、EURATOMおよび国際海事機関など原子力問題と取り組んでいる幾つかの国際機

関の支援を受けて採択された。国連の環境プログラム、食糧農業機関、国際労働機関およ

び世界保健機関も、支援取り決めによる財政支援の後援を通じて貢献している。これらの

組織は、原子力活動を実施するための国家の法的枠組みを策定する上で、加盟国に対して

幅広い援助を提供しており、情報や経験の交換のための重要な場となっている。

国際連合

数多くの条約(treaty)、協定(convention)および決議(resolution)が、国際連合の支

援の下で採択されてきた。特に関連のあるものは本章あるいは第9章で参照されている。

OECD原子力機関(NEA)

NEAは、加盟国が原子力エネルギーの平和利用のため必要となる健全な国内および国

際的な法制度を策定するのを支援する上で重要な役割を果たしてきた。これは、特に原子

力損害に対する責任・補償の分野に当てはまり、1960年パリ条約および1963年ブリ

ュッセル補足条約の採択は、NEAの支援によるもので、これらの条約は、国際的な原子

力第三者責任・補償制度として初めて確立されたものである。また、NEAは、これら条

約の最近の改定と共に、パリ－ブリュッセル制度を、後にIAEAによって確立された国際

的な原子力責任制度に繋げた1988年共同議定書の採択の支援も行っている。

国際原子力機関(IAEA)

国連ファミリーの一部として、IAEAは、国際的な法的枠組みの最も多くの部分の採択

を推進してきたとされている。その取り決めは、法的拘束力のあるものも、それ以外のも

のも、原子力活動のあらゆる側面を対象にし、かつ他の政府間組織と同様、IAEA加盟各

国の専門家がその枠組みの改善のため継続的な努力を続けている。多くのことが達成され

たが、まだなすべきことは多い。

保障措置システム

最も中核的な課題は、IAEAの保障措置システムを強化し(第9章参照)、有効な執行方策

を採用し、ほぼ世界全体への適用に向けて努め、かつ、全面的な実施を確実に行えるよう

にすることである。これは、特に初めて原子力発電計画を導入する、あるいは政治的にあ

まり安定していない地域にある国々に対して重要である。

核不拡散イニシアチブ

IAEAは現在、核燃料サイクルに対する多国間アプローチの議論の場を提供している。

このようなアプローチでは、機微な核燃料サイクル施設を国際管理化ないしは多国間管理

化し、核不拡散を強化しようとしている(第9章参照)。これらのアプローチでは、既にウ

ラン濃縮能力や使用済燃料再処理能力を保有している国々がそのような能力を持っていな
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い国々に対してサービスを提供することが期待されている。その代わりに、後者の国々

(濃縮・再処理を保有していない国々)は、将来的にも自分自身の国内施設を持たないこと

に合意することとされている。

国際原子力安全制度

原子力エネルギー生産量の増加は、原子力安全を保証する法的枠組みを強化することの

重要な理由である。IAEA、NEAおよびその他の国際機関は、国際的な安全条約およびこ

の分野に関連した行動規範、安全基準および安全対策の厳守を引き続き推進しなければな

らない。

EURATOM

欧州連合による原子力分野の活動は、1957年のEURATOM設立条約に基づいており、

同条約の下、R&D、放射線防護、核燃料供給、核不拡散および国際関係の分野を強化し

てきた。1997年の京都議定書9の下での将来のエネルギー供給セキュリティ、競争力、

単一エネルギー市場およびEUの取り組みに関する議論の後、欧州委員会は、原子力分野

の計画を大幅に増大させた。その中で、将来、大きな役割を果たすことになると思われる

のが、2003年に発表され、2004年に修正されたEC提案であり、それは原子力施設の

安全性および使用済燃料と放射性廃棄物の安全管理に関する理事会指令(EURATOM)に

ついてのものである。

10.2.4 将来の展望

適用、厳守および遵守

今後数十年間の世界的な原子力発電プラント数の増加予測、およびその増加を可能にす

る関連活動の増加に伴い、国際社会は、これらの新たな現実に対して既存の国際的な法的

枠組みを適応させる準備を行わなくてはならない。おそらく、最も重要な課題は、新たな

原子力発電計画を有する国々が、これらの条約、協定、協約および決議に加入し、その枠

組みに組み込まれ、それらを確実に遵守するようにすることであろう。同じ課題は、既に

確立した原子力計画を持つものの、自国の制度と国際的な枠組みとの整合を図らない国に

関しても当てはまる。

国際原子力界は、この枠組みの一部を形成する全ての取り決めに対して、継続的に注意

していく義務を負っている。特定の課題が、情勢に関連して生じる可能性もあるが10、
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9 EU15は、現在から2008～2012年までの間に1990年レベルから8％、温暖化ガ

スの排出量を削減すると公約している。EU27の排出量に関して全体的な目標はない。

10 例えば、2001年9月11日の米国に対するテロリスト攻撃以降、国際社会は、その注

意のほとんどを核セキュリティに転じ、核不拡散メカニズムおよびテロや犯罪者の行

為に対する防護を強化している。



全体的な枠組みを遵守することこそが、世界の人々と環境の安全とセキュリティの確保に

大きく役立つことになる。表10.5は、その枠組みの最も重要な構成要素を遵守してきた

国々の数を示すことによって、前途に横たわる課題を描き出したものである。

さらに、新たな取り決めを制定しようとする前に、既存の取り決めの枠内では何が可能

か、完全に検討を済ませておくべきである。例えば、原子力損害の責任および補償の分野

では、8つの国際的取り決めがある。この各々が長所と短所を持ち、各国は、どの取り決

めがその国の政治、経済、地理的位置、および社会的ニーズに最も適しているかを判断し

なければならない。原子力エネルギー生産に対する新たな関心が生じていることを考える

と、運転中の439基の原子力発電プラントの内、国際的な責任・補償制度の対象とされ

ているのがたったの234基というのは、注意すべきことである。これは、新たな取り決

めの協議上の問題ではなく、既存の取り決めに対する支持をいかに得るかの問題である。

放射性廃棄物管理分野の唯一の法的拘束力を有する取り決めであり、核燃料サイクルの

バックエンドの根底にある課題に対する世界的な理解を得るために重要なメカニズムにな

っている共同条約に関しても、同様の状況が生じている。しかし、この取り決めにはわず

か46カ国しか加盟していない。今後、使用済燃料および放射性廃棄物の発生量が増加し
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表10.5　原子力分野の主要な国際的取り決めの
締約組織数／国数一覧

国際的取り決め 締約組織数／
国数*

核兵器不拡散条約 191

包括的核実験禁止条約 144

核テロリズム行為の防止に関する条約（核テロリズム防止条約） 29

核物質の防護に関する条約 136

核物質防護に関する修正条約 16

原子力の安全に関する条約 61

使用済燃料管理および放射性廃棄物管理の安全に関する条約

原子力事故の早期通報に関する条約

（共同条約）
46

102

原子力事故または放射線緊急事態における援助に関する条約 100

原子力損害の民間責任に関するウィーン条約 35

原子力損害の民間責任に関する1963年ウィーン条約改正議定書 5

原子力損害の補完的補償に関する条約 3

ウィーン条約およびパリ条約の適用に関する共同議定書 25

原子力の分野における第三者責任に関するパリ条約 15

パリ条約についてのブリュッセル補足条約 12

* 上記は2008年6月22日現在のデータで、以下のIAEAのウェブサイトから入手可能: 
www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/index.html.



ても安全に管理されなくてはならないことから、現在・将来ともに、同条約にさらに一層

幅広い参加を得ることが急務となっている。

国際法立法の動向

違反行為に対して、ほとんどあるいは全く頼みにならない「奨励条約」および法的拘束

力のない取り決めの有効性について、今後国際社会も検証せざるを得なくなるであろう。

チェルノブイリ事故直後には国際法の立法のため、多大な努力が払われた。しかしながら、

1990年代末までに、この動きは減速し、公式の条約制定は希になってしまった。

この減速は将来問題となる可能性がある。各国は、執行手段を含む法的責務を負うのを

渋ることが多く、特に、法的拘束力のない規程や基準等の「ソフト・ロー」は、長期にわ

たる実行手続きを経ずに採択、改定および破棄することができるため、条約義務を伴う

「ハード・ロー」より「ソフト・ロー」を好む傾向がある。しかし、ソフト・ローでは十

分とは言えない。核物質および原子力技術は世界的に拡がり続けており、政治的な「仲間

内からの圧力(peer pressure)」が、全ての責任ある利用に対しての信頼できる執行対策

になりうるとは言い難い。一部の者には魅力的ではあっても、他の者は、政治的安定性の

低い地域における原子力技術の安全な利用に関して、懸念を募らせることになるであろう。

核不拡散および核セキュリティの懸念に応える核燃料サイクルの管理のような他の緊急

の課題があるが、共同条約がこのような新しい課題に対応するように設計されていないこ

とを考慮すると、これらの課題は、今後、適切な国際協定が必要な二国間あるいは多国間

協力プロジェクトの起案につながる可能性もある(第9章参照)。さらに、早期通報および

援助条約によって定められた国際緊急時対応システムは更新されておらず、緊急時の準備

および対応に関する行動規範作成11に着手すべきとの要請が出てきている。これは、こ

ういった取り決めの改定が必要になっているとの明確なサインと言うことができる。

新たに原子力発電計画を導入する国々は、その国が望む法的枠組みであれば、どのような

ものでも導入する権利があるが、国際原子力界は、その国が少なくとも最低限の要求を確実

に満たせるか否かに法的な観点から注目することになろう。国際原子力界が是認できるよ

うな法的枠組みの採用を確実にするため、立法支援プログラムを全面的に活用する必要が

ある。既存のプログラムを持つ国は、切迫したエネルギー需要、経済的利益および政治的圧

力に直面した場合にも、上述のような基本的な考え方を継続して尊重する必要がある。

特殊廃棄物管理問題

廃棄物管理施設の立地、建設、操業および閉鎖を規定する法律は、民生原子力発電計画

を持つほとんどの国において既に導入されている。しかし、これで廃棄物管理問題の解決

が終わる訳ではない(第8章参照)。パブリック・アクセプタンスが、法律起草よりはるか

に大きな問題となるであろう。
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10.3 国家の法的枠組み
原子力発電計画の責任ある運営には、核燃料サイクルを構成する全ての活動に関して規

定する、国家レベルでの包括的な法的枠組みが必要になる。このような法的枠組みを構築

する国家の法律を起草ないしは改定することは、その他の国益に関する立法と同様にその

国の憲法の要求条件に従わなくてはならない。原子力法のモデルのようなものはないが、

本章の冒頭で指摘した基本的な考え方あるいは原則の幾つかは、多くの国々の法制度に反

映されている。これらを表10.6に簡単にまとめた。

確立された原子力発電計画を有するほとんどの国は、強制的な許認可システムを通じて

原子力エネルギーの利用を規制する法制度を採用している。この許認可システムは、この

目的に係る責任を担った国家機関によって発給された許認可証に従って実施される原子力

活動のみを許可する制度である。許認可システムには通常、全ての許認可条件およびその

他の適用要件が確実に尊重されるよう強力な遵守・執行メカニズムが組み込まれている。

条件や要件は通常、原子力安全、放射線防護、廃棄物管理、核不拡散、核セキュリティ、

放射性物質輸送、放射線源、環境評価／保護、および原子力損害責任に対応している。許

認可条件が遵守されているか否かについては、許認可当局による体系的な検査および許認

可証保有者による報告義務を通じて検認され、遵守されていない場合には、許認可の一時

差し止め、取り消し、罰金を課したり、さらには懲役刑になることもある。初めて原子力

発電計画を導入する国は、国際社会によって、これと同じ道を辿るよう期待されている。

10.3.1 国家規制制度

規制制度は法的枠組みの一要素であり、かつ概ね最も重要であると見なされている。幾

つかの国際的な取り決めでは、その設置と運営についての基準あるいは指針が示されてい

る(第7章参照)。例えば、IAEAの基本安全原則(Fundamental Safety Principles)は、

「独立した規制機関を含む安全に対して有効な政府の枠組みが設置、維持されなくてはな

らない」と規定している。この規制機関は、その責任を全うするため、「適切な法的権限」、

技術および管理能力、ならびに人的資源や財源を保有していなければならない。また、

「関係者から不当な圧力を受けないように、許認可証保有者およびその他の組織から事実

上独立した立場」になければならない。

原子力安全条約の第8条および共同条約の第20条にも該当する記述があるが、基本安

全原則とは異なり、その締約国に対して法的拘束力を有している。各々の条約が、同条約

で言及されている枠組みの実施を委ねられ、かつ、その責任を実行するための適切な権限

と資源を付与された規制機関の設置を求めている。また、双方共、規制機関の機能と、原

子力エネルギーの推進ないしは利用に関係したその他の組織の機能との間を実質的に分離

するか、もしくは、少なくとも規制機能を管理機能から事実上独立させるよう求めている。

規制機関のモデルは、原子力エネルギー法のモデル抜きでは存在し得ない。しかし、あ

る種の既存の国際条約や、様々な国際機関の支援の下で作成された法的拘束力のない文書

は、以下のような重要な属性や機能について言及している。
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規制機関に不可欠な属性として以下のような事項が挙げられる：

・その責任を全うするための適切な権限、能力および財源や人的資源

・原子力エネルギーの推進あるいは利用に関係した他のいかなる機関・組織からも実質的

に分離されているか、または、一つの組織が原子力推進・利用と規制の双方に関与して

いる場合には、規制機能が他の機能から事実上独立していること
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表10.6　原子力法の基本的考え方

安全性

核セキュリティ

責任

許可

継続的管理

補償

持続的開発

コンプライアンス

独立性

透明性

国際協力

主要な責任は、原子力エネルギーあるいは電離放射線に関連した特定の活動を実施
する権限を許諾された運転者あるいは許認可証保有者にあるiii。

安全は、原子力エネルギーおよび電離放射線の利用の根本要件であるi。原子力施設
に関連した活動に従事する場合には、原子力安全が優先されるべきであるii。法的管
理は、種々の原子力活動や施設に関連したリスクのレベルに対応して行われる必要
がある。

核物質および原子力設備の盗取、不正使用あるいは破壊行為を阻止するため、特別
な法的措置が必要になる。

原子力技術には関連した特殊なリスクがあるため、原子力法は一般に、核分裂可能
物質および放射性同位体に関係した活動に対しては、事前に許可を取得するよう要
求しているiv。

規制機関は、許可された活動が安全かつ確実に、また許可条件に則って実施されて
いることを保証するため、当該活動の監視を継続的に行う能力を保持しなくてはな
らないv。

原子力施設の運転者は一般に、その施設において発生した原子力事故の結果、ある
いは、その施設に向けて、またはその施設から核物質を輸送する途上で発生した原
子力事故の結果、第三者が被った原子力損害に対して、直接かつ単独の法的責任を
持つvi。

一部の核分裂物質および電離放射線源は超長寿命特性を有するため、環境法の取り
決めでは、各時代における当該世代が原子力分野において将来の世代に不当な負担
を残さないように義務付けているvii。

ある国が、地域的および世界的な取り決め、また、二国間および多国間の取り決め
に従う範囲内で、その国の原子力法は、これら取り決めに含まれる義務を反映しな
ければならない。

原子力法制度は、原子力エネルギーの利用推進に関係した組織からの干渉を受けな
い規制当局を確保しなければならないviii。

原子力技術に対する公衆の理解および信頼を得るには、公衆および関係機関に原子力
エネルギーのリスクと便益に関して可能な限り全ての情報を提供する必要がある。

原子力技術の利用者および原子力規制者は、他の国の対応する機関および関連する
国際機関と緊密な関係を維持する必要がある。これは、国境を越えた何らかの影響
が生じる可能性を考えた場合に、各国の原子力計画が整合のとれた政策および協力
関係の下で実施されている方が望ましいためであり、また、一国の教訓は他国にも
プラスになりうるためである。

i. 原子力安全条約の第1条、および共同条約の第1条
ii. 原子力安全条約の第10条
iii. 原子力安全条約の第9条、および共同条約の第21条(1)
iv. 原子力安全条約の第7条(2)(ii)、および共同条約の第19条(2)(ii)および(iii)
v. 原子力安全条約の第7条(2)(iii)、および共同条約の第19条(2)(iv)
vi. これらの原則は全ての国際原子力責任条約に対し基本となっている。 
vii. 原子力安全条約の第1条(ii)、および共同条約の第4条(vi)および(vii)
viii. 原子力安全条約の第8条(2)、および共同条約の第20条(2)

Source: Stoiberet al. (2003), pp 5-11.  



規制機関の責任範囲には以下が含められる：

・原子力活動実施のための包括的な許認可システムの確立を含む、原子力活動を規制する

適切な法的かつ規制的な枠組みの実施

・国の適切な安全要件および規制の確立

・原子力関連施設・活動のための許認可の発給、修正、一時差し止め、取り消しおよび執

行。検査の実施および許認可遵守に係る評価を含む。

・緊急時準備と対応計画・活動、それらと調整のとれた放射性物質放出監視

・利害関係者および公衆への原子力施設・活動の安全性および規制プロセスに関する情報

の伝達

・二国間、多国間あるいは国際的な協力への関与

10.3.2 将来の展望

規制機能の独立性と分離

規制機能と推進機能を有効に分離することは重要であり、この考え方の法的な意味合い

は今後も基本的に変わらないであろう。さらに実質的なレベルで、規制機関は、影響力の

ある供給者、運転者、政治家、原子力推進派や反対派、およびその他の利害関係者と公衆

に対して、その中立性を維持するため、適切な追加的ないしは強化されたメカニズムを必

要とすると考えられる。

初めて規制権限を確立させる国は、同一の公的機関あるいは国の機関が原子力エネルギー

の生産・利用の規制と推進の双方に関与することがないよう、国際社会の監視の眼にさら

されることになるであろう。このようなケースは懸念の種になりうる。つまり、法的かつ

事実上の利害の分離は、制度的、組織的な措置および、規制機関と被規制組織のそれぞれ

への異なる責任の厳格な割り当てによって保証されなければならない。

国際レベルでは、規制機関間での良好なコミュニケーション関係がある。例えば、

NEAの原子力規制活動委員会(CNRA)は、およそ20年間も原子力規制に係る課題につい

て掘り下げた取り組みを行っている。CNRAは、NEA加盟国の規制機関の上級職の代表

者から構成されており、規制プロセスの効率性と有効性の強化、および適切なレベルの能

力の維持・確保のため、メンバー間での協力を推進している。CNRAは、将来的に規制

要件に影響を及ぼす可能性のある現行の実施慣行や運転経験また開発についてもレビュー

している。さらに、国際原子力規制者会議(International Nuclear Regulators

Association)は、原子力エネルギーの平和利用のための計画を拡張しつつある国々、お

よび新たな原子力計画を策定する国々に対し、原子力安全の向上を継続する戦略を採択す

るよう強く奨励する声明を発表し、全ての原子力発電国(既存の原子力国および将来の原

子力国の双方を含む)の国際協力と関与の一層の強化が、高いレベルの世界の原子力安全

を達成する上で鍵になると指摘している。

透明性対守秘義務

政策立案者と公衆が原子力技術に関する基本的な課題を理解する上で十分な情報を伝達
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する必要性と、商業的に価値のある私有財産としての情報、あるいは悪意のある使い方を

されると公衆の健康・安全・セキュリティに更なるリスクが追加される可能性がある情報

などの保護との間には、避けることのできない対立がある。立法者と規制機関は、今後も

ますますこの両論対立状況に直面することになるため、適切な解決策を見出す必要があろ

う。透明性と公衆の参加(第12章参照)は、行政業務を適正に実施する上での信用と信頼

を浸透させるための「現代的」ツールと言えるが、「悪の」手に渡ると深刻なセキュリテ

ィ・リスクをもたらす可能性のある機微情報を保護するという明確な必要性もある。これ

らの動きのバランスをとるための首尾一貫した方策が求められる。

「知る必要性」という概念に良く似ているひとつのアプローチでは2段階の公開が考え

られる。第１番目は、公衆が政府は説明責任があると捉え、行政プロセスへの有意義な参

加のために必要とする情報である。第2番目は、被規制組織からのその活動についてのよ

り詳しい情報である。この方式では、透明性の対策として、セキュリティに関する施策や

実績といった「一般的な」情報については公開を認めるが、施設や輸送経路、そのほかの

技術面・運転面の詳細情報については、セキュリティを危うくさせないように、公開を制

限する。

財源および人的資源

原子力発電プラントの建設および運転についての申請数の増加が予想されている中、そ

の多くは次第に新技術を含むことになり、規制機関は将来、法律面および実務面の双方で

課題に直面する可能性が高い。例えば、米国の原子力規制委員会は、今後2年間で新たに

31基、計4,100万ｋWに対して、27件の建設・運転一括許認可申請が提出されると予

測している。これだけの多くの申請に対応するためには、単に実務上の利便性だけではな

く、法的な必要性という観点からも、NRCは適正な能力を持った要員を拡充する必要が

ある。十分な財源と人的資源は、原子力安全条約および共同条約12の下でも法的な要件

とされている。安全性とセキュリティに関する懸念に対しては、原子力発電プラントの最

終停止や解体までを含む全寿命期間を通じて、取り組まれなければならない。

一部の国では、規制機関それ自体が十分な科学技術的知見を持っているが、その他の

国々の規制機関では、他の政府機関から専門的な能力を得ている。また、依然として、そ

の他の国々では、そのような専門的な能力を民間企業から得ている場合もあるが、そのよ

うな場合には、規制機関自体によって必ず決定が下されるようにしなければならない。

NEAやIAEAによって企画された多くのワークショップ、会議および立法支援プロジェ

クトは、この「資源」問題の取り組みに寄与している。国際原子力界、および特に原子力

法に関係している組織は、この分野での人的資源、財源、技術的資源を拡充する計画を促

進、支援する必要がある。規制者は、科学的に適切な決定を適切なタイミングで下すこと

を期待されている。しかし、原子力発電プラントに関する許認可プロセスは極めて複雑で、
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工学、科学、プロジェクト管理、財務、および法務の各職員間での緊密な協力も求められ

ている。

多国間プロジェクトに対する国家的展望

規制分野においてより多くの国際協力を望む声を反映した重要な新規構想の一つに、多

国間設計評価プログラム(Multinational Design Evaluation Programme)がある。同

プログラムは、規制プロセスの効率性と有効性の双方を向上させることを目的に、新たな

原子炉の設計評価中に国の原子力規制当局によって蓄積された資源や知識を共有できるよ

うにするため立ち上げられたものである。MDEPは、その多国間という特徴が優位性の

一つになっているが、その中でも最も重要な要素は、それぞれの国家の規制者が全ての許

認可および規制に係る決定に対して、主権を保持するよう意図されている点である13。

国家の規制機関の機能と責任に著しい影響を及ぼす可能性のある広範な影響力を持つ現

象に、複数の国が所有する原子力発電プラントの開発が挙げられる。小国は、必ずしもそ

の国自身の原子力発電計画を立ち上げられる状態にはないが、一部の大国同様、周辺国の

プロジェクトへの参加に高い関心を抱く場合もある。例えば、2007年6月、リトアニア

において、イグナリナで新たな原子力発電プラントを建設、運転するための法的、財政的、

また組織的な条件を規定した法律が採択された14。同プラントはリトアニアで、同国の

法律と規制に則って建設、運転される計画であるが、海外からの参加が許されており、多

くの周辺国がこのプロジェクトに関心を表明している。

10.4 結　論
原子力エネルギーの平和利用を規定する法的枠組みは、原子力発電を行っているほとん

どの国において十分に整備されており、まだ原子力発電計画が確立していない国での実施

のための基盤も強固であり、かつ国際社会によって支援されている。しかし、その枠組み

は柔軟であるべきであり、技術開発、経済変動、大きな国際的な出来事、および新規かつ

より革新的な事業実施に適応できる必要がある。法制度が適切に進化できるようにするた

め、政府は、そのプロセスに関与しなければならない。平和目的で安全かつ確実に利用で

きる原子力エネルギーを確保するという立法者および規制者の基本的責任は、それを達成

する方法は間違いなく変化するであろうが、その責任自体は今後も変わらないであろう。
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13 10カ国がMDEPに参加しており、内7カ国がNEA加盟国(*)である。これらの参加国

は：カナダ*、中国、フィンランド*、フランス*、日本*、韓国*、ロシア連邦、南アフリカ、

英国*、および米国*であり、さらに詳細な情報は以下のWebで入手可能である。

www.nea.fr/mdep/

14 2007年6月28日付原子力発電プラントに関する法律(No. X-1231)；NEAで作成

された法文は、Nuclear Law Bulletin No. 80, Volume 2007/2, p.93参照。



第10章　参考文献

Assistance Convention (1986), Convention on Assistance in the Case of a
Nuclear Accident or Radiological Emergency, www.iaea.org/Publications/
Documents/Infcircs/Others/infcirc336.shtml.

Brussels Supplementary Convention (1963), Convention of 31 January
1963 Supplementary to the Paris Convention of 29 July 1960, as amended
by the Additional Protocol of 29 January 1964 and by the Protocol of 16
ovember 1982, www.nea.fr/html/law/brussels-supplementary-convention.
html.

CNS (1994), Convention on Nuclear Safety, Documents/Infcircs/Others/
inf449.shtml.

Council of the European Communities (2006),“Directive on the supervision
and control of shipments of radioactive waste and spent fuel”, Directive
2006/117/Euratom, 20 November 2006,http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:337:0021:0032:EN:PDF.

Council of the European Communities (2003),“Directive on the control of
high-activity sealed radioactive sources and orphan sources”, Directive
2003/122/Euratom, 22 December 2003, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0122:EN:HTML.

Council of the European Communities (1993),“Regulation on shipments of
radioactive substances between Member States”, Regulation (EURATOM)
No. 1493/93,  http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/
legislation/931493_en.pdf.

Council of the European Communities (1989),“Directive on informing the
general public about health protection measures to be applied and steps to
be taken in the event of a radiological emergency”, Directive 89/618/
Euratom, 27 November 1989, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri= CELEX:31989L0618:EN:HTML.

CPPNM (1980), Convention on the Physical Protection of Nuclear Material,
www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf274r1.shtml.

CPPNM Amendment (2005), Amendment to the Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material, www.iaea.org/About/Policy/GC/GC49/
Documents/gc49inf-6.pdf.

CSC (1997), Convention on Supplementary Compensation for Nuclear
Damage, www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/infcirc567.
pdf.

Early Notification Convention (1986), Convention on Early Notification of a
Nuclear Accident, www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/
infcirc335.shtml.

European Commission (2007), Decision on establishing the European High
Level Group on Nuclear Safety and Waste Management, Official Journal of

305



the European Union, L 195/44 of 27 July 2007. 313

European Commission (2006),“Communication from the Commission to the
Council and the European Parliament: Nuclear Illustrative Programme”,
COM(2006)844 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/
2006/com2006_0844en01.pdf.

European Commission (2004), Amended proposal for a Council Directive
(Euratom) laying down basic obligations and general principles on the safety
of nuclear installations; Amended proposal for a Council Directive (Euratom)
on the safe management of the spent nuclear fuel and radioactive waste,
COM(2004)526 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=COM:2004:0526:FIN:EN:PDF.

European Commission (2003),“Amended proposal for a Council Directive
(Euratom) laying down basic obligations and general principles on the safety
of nuclear installations: Amended Proposal for a Council Directive (Euratom)
on the safe management of spent nuclear fuel and radioactive waste”, 
presented by the Commission pursuant to Article 119(2) of the Euratom
Treaty, COM(2004)526 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri =COM:2004:0526:FIN:EN:PDF.

IAEA (2006), Fundamental Safety Principles, IAEA Safety Standards Series,
Safety Fundamentals No. SF-1, www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/
Pub1273_web.pdf.

IAEA (2004a), Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive
Sources, IAEA/CODEOC/2004, www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/
Code-2004_web.pdf.

IAEA (2004b), Code of Conduct on the Safety of Nuclear Research Reactors,
GC(48)7 Annex, www-ns.iaea.org/downloads/ni/code-rr/code_conduct_March
04.pdf.

Joint Convention (1997), Joint Convention on the Safety of Spent Fuel
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management.
Available at: www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv.
html.

Joint Protocol (1988), Joint Protocol Relating to the Application of the
Vienna Convention and the Paris Convention,www.nea.fr/html/law/nljoint_
prot.html.

London Convention (1972), London Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping Wastes and Other Matter, as amended, www.imo.org/
includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D16925/LC1972.pdf.

NEA (2007), Nuclear Law Bulletin, No. 80, Volume 2007/2, Nuclear Energy
Agency, OECD, Paris, France.

NPT (1968), Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, http://
disarmament.un.org/wmd/npt/npttext.html.

第10章　法的枠組み

306



Paris Convention (1960), Convention on Third Party Liability in the Field of
Nuclear Energy of 29 July 1960 as amended by the Additional Protocol of
28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982,
www.nea.fr/html/law/paris-convention.html.

Protocol to Amend the Brussels Supplementary Convention (2004), Protocol
to Amend the Convention of 31 January 1963 Supplementary to the Paris
Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear
Energy, as amended by the Additional Protocol of 28 January 1964 and by
the Protocol of 16 November 1982, www.nea.fr/html/law/brussels_supple-
mentary_convention.pdf.

Protocol to Amend the Paris Convention (2004), Protocol to Amend the
Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July
1960, as amended by the Additional Protocol of 28 January 1964 and by
the Protocol of 16 November 1982, www.nea.fr/html/law/paris_convention.
pdf.

Protocol to Amend the Vienna Convention (1997), Protocol to Amend the
Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, www.iaea.org/
Publications/Documents/Infcircs/1998/infcirc566.shtml.

Stoiber, C., A. Baer, N. Pelzer and W. Tonhauser (2003), Handbook on
Nuclear Law, IAEA, Vienna, Austria.

307





第11章 基盤：産業、人材、研究開発能力



キーポイント
・1980年代以降、世界の原子力発電プラント建設数は減り、原子力発電所建設産業の

著しい統合を引き起こし、その結果、現在の新規建設能力の減少と加圧水型炉への集中

を招いた。原子力産業として必要な高い技術力と、プロジェクトの建設工程とコスト管

理能力を維持し、世界規模で多数の原子力発電所を継続して建設できる能力を再構築す

るには、ここ何年間は必要となるであろう。この建設能力の再構築は既に始まっている

ことは、明らかである。

・原子力発電所建設のピークを迎えていた1985年および1986年に、33基の発電炉が

系統に投入されていた。1980年代では、平均して17日に1基の原子炉が世界の電力

供給システムに投入されていった。しかも、大部分はたった3ヶ国(フランス、日本、

米国)によるものであった。

・世界経済の成長とともに得られた1970年代および1980年代の歴史的経験から推定

すれば、需要に応じて100万kWの原子力発電プラントを年間35～60基建設する能力

を再構築することは可能と考えられる。2050年までに、原子力発電プラント建設能

力は年間70～120基の建設が可能な程度まで増強できるであろう。集中的な建設プロ

グラムがあったフランスの経験からは、さらに高い建設能力増強も考えられる。したが

って、市場が応える十分なインセンティブがあれば、NEAの原子力発電高シナリオを

実現するに十分な建設能力が生まれるであろう。

・現在、原子力産業界においては、原子力発電の建設には長期間を必要とする事業であり、

特別な専門技術を必要とするため、人材不足状況に直面している。電力市場の自由化拡

大は、コスト低減圧力を増大し、原子力開発への政府資金投与の減少をもたらしている

が、この人材不足も、電力市場自由化に影響されている。多くの国では質の高い人材を

確保する必要性を認識し、より多くの学生を原子力分野へ導くための国際的あるいは国

家、地域的な対策がとられている。この対策は、ある程度効果をもたらしつつあるが、

さらに強力な実施が必要である。

・原子力に関する研究は、様々な分野において継続して行っていくことが必要であり、そ

の中には、原子力科学や原子力技術開発とともに、原子力安全、放射性廃棄物管理も含

まれる。1990年代を通じて、多くの原子力プログラムを有するOECD諸国が、原子

力の研究開発予算を削減した。原子力技術開発における国内予算等の減少は

NEA(Nuclear Energy Agency)およびIAEA(International Atomic Energy

Agency)のような国際機関の重要性を増し、それらが中核機関として、国立研究所、

原子力産業および大学における研究資源と専門技術を蓄積してきた。これらの国際機関

は知識の保護という活動に大きな役割を果たしている。
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11.1 原子力産業構造と新たな原子力発電プラントの建設能力
1980年代の原子力発電所建設のピーク以来、世界の原子力発電プラント建設数が減

少するにつれて、原子力発電プラント建設産業は集約化され、20年間にわたって縮小が

続いた。必然的に、このことが現在の原子力発電プラント建設能力の減少となった。主要

な原子力発電プラント建設産業の集約化は、以下のようなものである：

・米国のコンバッション･エンジニアリング(C-E)社がスウェーデン/スイスのアセア･ブラ

ウン･ボベリ(ABB)社に1990年に引き継がれ、2社の原子力技術が統合された。

・米国のバブコック＆ウィルコックス社の核燃料およびサービス事業は、1992年にフ

ランスのフラマトム社に吸収された。

・ウェスティングハウス･エレクトリック社の原子力部門は、親会社によって英国核燃料

会社(BNFL社)に1999年売却された。

・また、2000年にABB社は原子力事業(旧C-Eの原子力事業を含む)をBNFL社へ売却し

た：これら事業は、BNFL子会社のウェスティングハウス社に統合された。

・フラマトム社は原子力事業をシーメンス社の原子力事業と統合し、2001年にフラマ

トムANP社を設立した。現在はAREVA NP社となり、AREVA社出資が66％、34％

がシーメンス社である。

・2006年には、BNFL社はウェスティング社を日本の東芝に売却した。現在、東芝が

67％の株式を所有し、少数株主は米国のショー･グループ〔20％〕、カザフスタンの

カザトムプロム社〔10％〕および日本の石川島播磨重工業(IHI)〔3％〕である。

これらの買収、統合により、ウェスティングハウス社／東芝とAREVA NP社の統合さ

れた2社の原子力発電プラントベンダーの出現となった。これら2社は沸騰水型炉(BWR)

も取り扱っているが、主に加圧水型炉(PWR)主眼を置いている。米国のジェネラル･エレ

クトリック社は、日本の日立製作所との提携関係の下、BWRシステムの世界的供給者の

地位を維持している。日本の三菱重工業はPWRの米国市場への参入の可能性を持つ会社

であり、AREVA NP社と合弁会社(Atmea社)を設立し、特定の市場に向けて中型の新た

なPWRを開発中である。さらに、ロシアの原子力企業であるアトムエネルゴプロム社が

PWRを、AECL(Atomic Energy of Canada Limited)社は加圧重水型炉に特化して世

界市場に供給している。

技術移転によって、新たなベンダーが形成されていくプロセスもある。韓国においてこ

のようなプロセスが進捗した好例であり、中国においてもその途上にある。また、他の幾

つかの国において同様なアプローチを計画している。これらの新たなベンダーは、独自の

技術を持った所有者とのライセンス契約によって供給市場が制約されることもあるが、

2020年までの世界の原子力発電プラント建設へ大きな貢献を行うものと考えられる。

当然、このような技術移転は原子力発電プラントの新設が拡大する国においてのみ行われ

る。
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11.1.1 世界の原子力発電プラント新設速度

NEAの原子力発電高シナリオ(第3章参照)は、１基100万kＷとすると、2020年まで

年平均約10基、2020年代後半には年間平均20基までに原子力発電プラント建設速度

を上げることを意味する(現存プラントの多くが2030年を超えても運転されていると仮

定)。このことは、2020年以降においても原子力発電プラント建設能力の段階的な拡大

だけが必要であることを示唆している。しかし、2014～2015年ぐらいまでに最大年

間10基(すなわち、種々の建設段階にあるプラントが継続的に50基存在する)建設可能な

よう、能力をここ数年の間に拡大することが必要となる。現在37基が建設中で、必要な

能力の拡大はそれ程大きくはない。

2030年から2050年の間、この期間に多くの現存プラントが供用期間を終えること

から、長期間にわたる原子力利用拡大を維持するため、さらに建設能力の拡大が必要とな

るものと考えられる。発電規模拡大とともに、置き換えられる発電容量の分も新たに建設

する必要がある。NEAの原子力発電高シナリオにおいては、(発電炉の規模を100万kW

とすれば)原子力発電プラント建設基数は2030年代において年間40～50基、2040年

代においては50～60基まで増加する。このことは、世界の原子力発電プラント建設能

力をより著しく増加する必要があることを示しており、いろいろの建設段階にあるプラン

トが同時に数百基存在することとなる。比較として言えば、1980年代の建設ピーク時

と比較すると、その当時は同時に約150基の原子炉が建設中であった。

CO2排出を削減し、かつエネルギー供給のセキュリティを上げ、電力需要の増加に対

応するため、原子力比率をさらに急激に増加するとすれば、1970年代および1980年

代における原子力発電設備容量の急激な拡大の経験が、どの程度の速度で原子力発電プラ

ントの建設が可能かを示している。図11.1は、新設原子力発電プラントによって毎年約

1,700万kWの発電設備容量の増加した1974年から1990年の間の状況を示している。

世界の原子力発電プラント建設の速度は、1986年にチェルノブイリ事故発生まで、明

らかに継続的に加速されている。1980年代においては、合計218基、平均して17日に

1基の発電炉が運転開始された。これら発電炉の平均出力は、92.5万kWである。フラン

スだけを取り上げれば、1977年から1993年の間に54基、平均して年間3.2基が運転

開始した。

また、図11.1は発注されたものの、結果的には建設中止された原子力発電設備容量も

示している。仮にこれらキャンセルされた設備が完成されたとすれば、1974年から

1990年の間にさらに毎年1,100万kWの原子力発電設備の運転が開始されていたことと

なる。米国においては97基、発電設備容量としては1億800万kWが、1974年から

2006年の間に建設許可取得の後、建設中止となった。世界的に見れば、合計165基、

発電設備容量で約1億8,500万kWのうち、建設が開始されたものが62基であった。こ

れらのプラントは完成を見ることはなかったが、電力会社も原子力発電プラント建設産業

とも、この拡大速度で建設準備を行っていたことは事実である。
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図11.2に、1955年から現在までの毎年の原子力発電炉の新規運転開始(送電網への併

入)基数を、5年平均基数と共に示した。年間運転開始基数のピークは1984年と1985

年の年間33基であり、5年平均のピークは1988年の約27基となる。
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1980年と2005年の間に世界経済の規模はおおよそ2倍になり、これから先の25年

あるいはそれ以降も成長が続くものと考えられている。おおざっぱに言えば、世界の原子

力発電プラント建設産業の能力も世界経済の成長に見合って拡大すると考えられる。

1970年と1990年の間に、1,700万kGWe/年の原子力発電設備が実際に建設され、ま

た発注の規模は約2,800万kGWe/年であった。世界経済の規模の増大からすれば、今日

の世界的な原子力発電プラント建設能力は当時の2倍、年間100万kWeの原子炉で35～

60基となるだろう。2050年には、この能力は年間70～120基となっても然るべきで

ある。したがって、NEAの原子力発電高シナリオにおいて必要とされる建設基数に対し

ても、原子力発電プラント建設産業は十分以上の能力を持つはずである。

しかし、気候変動に対する対策として、全一次エネルギー供給における原子力の寄与の

比率を思いきって高める必要があるとすれば、どうなるだろうか。例えば原子力発電の比

率を増加させる、あるいはCO2発生を殆ど伴わない水素製造を行う場合などである。フ

ランスの原子力開発計画では、エネルギーの安定供給を目指し、1970年代後半から

1990年代初めにかけ、54基の原子力発電プラントを新設した。2005年における世界

経済の規模は1985年におけるフランスのGDPの約30倍であり、世界的にうまく専心努

力すれば、おおよそ年間100基(大型の第三世代あるいは第三世代プラスの原子炉とすれ

ば1億6,000万kW)の建設が可能と考えられ、そして2050年には年間200基以上とな

る。基本的には、これは可能であるが、原子力発電プラント建設産業の能力の再構築が必

要となる。

11.1.2 世界的なサプライチェーンの発展

原子力発電プラントの全てを1社で建設できる企業は存在しない。原子力発電プラント

建設は、サプライチェーンに数多くの契約者とその下請け業者を含む複雑なプロジェクト

であり、それぞれが高い技術レベルの製作と建設能力を発揮することが必要である。した

がって、原子力発電プラント建設には、原子炉システムだけの供給者を超えるような、産

業上の専門性や経験の幅と深さが要求される。専門的なエンジニアリング･サービスと生

産設備の能力が原子力発電プラント建設プロジェクトの成功には必須である。今日、欧州

および北米においては、1980年代と比較しサプライチェーンの能力がかなり低下して

おり、原子力発電プラント発注基数の増大に応じて、いかに早く必要な設備容量を完成さ

せることができるかという懸念がある。

特に、ほとんどの原子力発電プラントの建設に際しては、原子炉圧力容器、原子炉圧力

容器上蓋、蒸気発生器を含む幾つかの大型鍛造部品を必要とする。また、最新の軽水炉の

設計は、溶接数を減少させるため鍛造部品を多く使っている。したがって、これら鍛造部

品の供給が障害となる可能性がある。

既に、ある原子力発電プラントの設計において、幾つかの非常に大きな鍛造材が必要と

なっている。2007年現在、これらの鍛造材は唯一日本製鋼所によってのみ、供給が可

能な状況である。米国の何社かは、このような超大型の鍛造材をタイムリーに入手するた

め、最終的な建設決定の前にもかかわらず、日本製鋼所へ発注を行っている。しかし、全
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ての原子炉の設計においてこのような大型鍛造材が必要となるものでもなく、また、原子

力発電プラントに必要とされる多くの鍛造材は、世界の多くの工場において生産が可能で

ある。中国とロシアには、(多くの市場において現状では認証されてはいないが)国内に独

自の鍛造施設を有している。したがって、超大型鍛造部品を利用する際の制約は、単に近

い将来における大型炉についてのみ、影響を与えるものとなろう。また、フランスにおい

ては既に超大型鍛造材を製造可能な施設が建設途上にあり、将来の需要がもっと明確にな

れば、それに続くものも出てくるであろう。

主要な原子力発電プラントのベンダーは、現地調達条件を満たす目的の場合も含め、し

ばしば地域あるいは国に応じて異なった下請け業者を用いている。したがって、ある国に

おける原子力発電プラント1号機の発注に際しては、新たなパートナーと共にサプライチ

ェーンを構築することが必要となるものと考えられる。このことは、何基かのプラントを

連続して建設することが、建設期間の短縮、コスト削減に有効である一つの理由であり、

現地調達条件が厳しく課せられる所では特に重要である。

原子力発電プラントの原子力に係わる機器(原子炉および関連システム)に加え、非原子

力あるいは一般プラント部分(タービン発電機および関連システムを含む)が存在する。こ

れらの機器は、原子力に特に関連したものではないが、多くの場合、他の形式の発電プラ

ントのものとは異なった仕様や基準が適用される。したがって、これらの機器も原子力プ

ロジェクトの必要な資格を持つ者と契約することとなる。さらに、今後全ての形式の発電

プラント発注数の増加が見込まれることから、生産能力が限られるタービン発電機および

他の機器の需要が高まるものと思われる。これら機器の生産能力を需要に合わせて増強す

るには、ここ何年かを要すると考えられる。現在、実績ある原子力プラントベンダーが、

予期される発注基数増加を睨み、自身のサプライチェーン、下請け業者のネットワークお

よび組織内能力の構築を行っているところである。

能力増強に必要な投資のうち、幾つかは新規発注の予測に基づいて実施される可能性が

あるが、多くは、実際の原子力発電プラントの発注基数の増加に基づき、徐々に能力増強

を図ることになるであろう。実際の発注が、原子力発電プラントベンダーおよび他の企業

の原子力部門において、より多くの基数を建設可能とする大型投資を正当化できることに

なる。この結果、安定的に増加する需要によって、サプライチェーンの能力が徐々に増強

されることとなる。仮に、今後数年以内に想定以上の多くの原子力発電プラントが発注さ

れた場合には、全ての案件を直ちに進ませることは困難であろう。

しかし、3章で記載されたNEAのシナリオで考えている2030年あるいは2050年と

いった期間で考えれば、今日と比較して原子力発電プラント建設の基盤と技術がより拡大

しているであろう。特に、現在開発が進められている新設計の原子炉が商用化段階に達し、

それが市場への新規参入および建設能力増加の要因となると見られる。これらのことが、

NEAの原子力発電高シナリオの仮定のもとで、急激に増大する新規NPPの市場に対し、

重要な役割を果たすであろう。
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11.2 質の高い人材、教育レベルとその動向
多くのエネルギー産業施設のライフ･サイクルは長いが、原子力は特に長い期間の時間

軸とそれを保証する技術の高さといった点で特徴的である。初期の原子力発電プラントは

30年間の運転を行うとして設計されたが、今日、プラント寿命を50～60年まで延長す

ることが期待されている。廃止措置および解体までを考慮すると、原子炉の誕生から廃止

までの寿命は100年を超えることとなる。

この長い期間の時間軸と必須となる技術的能力の必要性の結果として、原子力産業界に

は現在、2つの課題があるものと考えられる：

・プラントの長期間に及ぶ運転期間に対応して、いかに現状の技術能力を維持するか。現

在の原子力分野の人材の多くは、1960年代および1970年代に始まった原子力開発

の中で、教育を受けたか就職した世代である。この事実は、これらの人々がまさに退職

しようとしていることを意味している。例えば、米国原子力協会(NEI)は、最近米国内

の原子力発電所に勤務する技術者の26％が、2013年までに退職資格を得るものと推

定している。

・廃止措置および放射性廃棄物管理の分野において、いかに新たな技能と能力を伸ばし、

維持するか。しかも、ここ十年以上にわたって原子力開発プログラムが削減され、人材

の高齢化が進んだ国で原子力発電の復活を支援していく中においてである。

11.2.1 現在の状況

これらの課題は、世界の電力市場の規制緩和の拡大とその結果としてのコスト削減要求、

また、図11.3の中で強調されるような、幾つかの国における原子力研究予算の顕著な減

少によって、増幅する。総合的な技術的能力と技能の損失は、原子力発電プログラムの推

進力の強さによって国毎に異なる。

これからの10年あるいはそれ以降における原子力発電プログラムの回復を見通すと、

新たな原子炉の建設と運転だけでなく、新技術の研究開発に必要な優秀な人材が充足可能

か、との疑問がまた出てくる。原子力プラントの設計、機器製造、プラント建設、運転・

保守、および燃料製造には、知識と経験が必要である。また、新型炉と燃料サイクルの研

究開発においては、核物理技術者と化学技術者を必要とする。
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11.2.2 人材需要の定量化

原子力開発の回復状況が明確になり、今後の原子力開発プログラムが具体化するまで、

原子力分野における技術者の需要を正確に推定することは難しい。しかし、それ以前であ

っても現存の原子力プラントの運転を継続し、適切に廃止措置を行っていくには、現在の

高齢化した人材をいかにして置き換えていくかを政府や関連産業は考えねばならない。例

えば、英国において行われた調査(Cogent, 2006)によると、今後十年間の新規採用人

材は、主に退職する従事者の代替であることが示されている。

しかし、Cogentによる報告書は2008年1月の英国政府によるエネルギー法案の発表

前に用意されたことに注意する必要がある。その法案は、エネルギー供給における不確実

性が増す中で炭素排出量を削減するための新規原子力発電プラントの建設に「道を拓く」

もので、英国の幅広い「将来のエネルギー・ミックス」(Directgov, 2008)の一部を担

うものである。このことにより、Cogent報告書で用いられている原子力発電規模拡大に

関する否定的見通しを見直すこととなるであろう。事実、既に英国の原子力産業が新たな

原子力発電プラントの建設を予期し、かなりの数の新卒者の採用に動いているとの事実が

ある。

米国においては、米国原子力学会が、米国エネルギー省は今後5～10年間の核物理学

および原子力工学の必要性に関する詳細な検討を行うべきであるとの勧告を行った(ANS,

2007)。この米国原子力学会の報告書は、信頼できるデータは少ないが、原子力分野に

係わる多くの企業、機関等では現在原子物理学および原子力工学分野の優秀な新卒者が著

しく不足しているか、そうなると予想していると述べている。米国における最近の他の評

価例では、同時に数基の原子力発電プラントの建設を進める際に、優秀な人材の供給不足

が障害になる可能性を強調している(Reuters, 2007)。
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近年、韓国の人材に関する状況がまとめられ(KAERI, 2007)、原子力の人材育成計画

は経済、環境および社会的な関連を考慮し、幅広い規範に立脚したものでなければならな

いと結論している。2030年までをにらんだ韓国の中長期的な原子力人材の見通しは断

定的なものではなく、原子力発電の将来の見通しに基づき、種々の経済的、社会的および

環境上の要因などを反映した将来の可能性のある人材需要シナリオである。

現在、原子力の研究施設は、有能で経験を積んだ科学者と技術スタッフにより運営され

ている。過去を振り返ってみると、一度放棄された技術が見直される例があることを示し

ている。たとえば、現在、第IV世代国際フォーラムの候補として選定された6つのシステ

ムのうちの一つである高温ガス炉(HTR)の場合である。このことは、選定された施設の稼

動を維持し、知識の主要部を保存しておくことが必要であることを実証している。今後採

用される次世代の優秀なスタッフは、これら研究機関において蓄積されてきた長年の経験

と技術を学ぶことが必要であろう。

11.2.3 懸念される事項

数年前、原子力分野における教育、訓練が問題となるレベルまで減少しているとの懸念

を調査する研究が数多く行われた。2000年7月に発表されたNEAの報告書は、加盟各

国の原子力教育の状況を定量的に示した初めてのものである(NEA, 2000)。この報告書

は、多くの国において原子力技術の核となる技術と能力を維持することが困難となる程度

まで、原子力教育が縮小していることを示している。全てが暗い状況を示しているが、

種々の施策の効果も期待されている。これらの施策を構築、あるいは新たな施策を効率的

に行うため、報告書には政府、大学、産業界および研究機関に対する勧告が数多く示され

ている。

2004年には、国際協力の下での原子力分野の研究開発と教育の面で協力し、良い成

果を達成するための基盤をどのように築き上げるかに関して、NEAは報告書を発表した

(NEA, 2004b)。この報告書は、多くの国で公的資金による研究開発が著しく減少した

ことを指摘している。コアとなる技術と能力の維持が必要であることは一般的に認識され

ていたが、公的資金が減少したため、この責任はますます産業界に降りかかってきていた。

原子力分野における人材の状況に対する政府の対応は、近年変化してきている。何カ国

かにおいては、原子力教育と人材需要に関する政府自身による分析に基づき種々の施策を

立ち上げている。一方、全く対策を採っていない国があるが、この理由としては、市場の

動向にしたがって原子力界が自ら対策を採ることを望ましいと考えているためか、原子力

開発を停止しているためか、または単に既に実施しているプログラムが適切であると考え

ているためと思われる。

11.2.4 OECD原子力エネルギー運営委員会による声明

原子力エネルギー分野においては、十分な技術力を有する人材が確保できるかどうかと

の懸念が明らかに存在する。このことは、NEA加盟各国の代表によって強く主張され、

2007年10月優秀な人材資源の必要性に関する声明として満場一致で採択された。本声
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明の採択は、多くのNEA加盟国の原子力関連機関において、優秀な専門家の新規採用が

困難になっているとの懸念を反映したものである。最近の調査によれば、同様に、原子力

に関する教育と訓練も種々のレベルで低下していることが判明している。全く対策が講じ

られない場合、現存する原子力施設の適切な規制と推進、あるいは新規施設の建設に必要

な優秀な人材が不足するとのリスクを原子力界が被ることとなる。運営委員会で採択され

た声明の最後の部分を、以下に再掲する。

OECD原子力エネルギー運営委員会による声明

原子力分野の優秀な人材確保における政府の役割について(抜粋)

・・・多くの国において原子力分野の優秀な人材の確保が必要であることが認識されて

いるが、それはとりわけ新しいエネルギー生産の選択肢についての既存の計画と検討には

長いリードタイムを必要とすることからである。いくつかの対策が講じられているものの、

さらなる実施が求められる。現存する原子力発電プラントを安全に運転し、エネルギー供

給を原子力に頼るためには、優秀な人材の確保が前提となることから、OECD原子力エ

ネルギー運営委員会は、加盟各国政府に対し以下の声明を発することに合意した。

・加盟国政府は、確認された必要性に見合う人材の需要と充足状況について、定期的に評

価すべきである。

・加盟国政府、学術界、産業界および研究機関は、共同して、大学への資金援助および学

生への奨学金を含め原子力教育と原子力技術力の強化を、加盟国単独あるいは国際協力

の下で実施すべきである。

・加盟国政府は、原子力エネルギー利用を選択するか否かに関わらず、将来必要とされる

原子力の専門家育成のため、学生と若い専門技術者をひきつける大規模で、注目される

ような国際的な研究開発プログラムを推進すべきである。

11.2.5 各国および国際的施策の例

より多くの学生が身近なものとして原子力産業界を目指し、そのキャリアの初期を原子

力産業界に身を置くように誘導するような施策について、近年、国際的、地域的あるいは

個々の国単位で実施されている例を以下にいくつか示す：

・世界原子力大学(WNU：World Nuclear University)は、核物理学と原子力工学の平

和利用における教育とリーダーシップを強化するための国際的な連携(パートナーシッ

プ)である。1WNU連携の主要構成者は、以下のとおりである：
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a) 原子力産業の世界的な組織：世界原子力協会(WNA：World Nuclear

Association)および世界原子力発電事業者協会(WANO：World Association of

Nuclear Operators)

b) 原子力に係わる国際機関：国際原子力機関(IAEA：International Atomic Energy

Agency)およびOECD原子力機関(OECD/NEA：OECD Nuclear Energy

Agency)

c) 30数カ国の主要原子力教育機関

・米国エネルギー省(DOE)および米国原子力規制委員会(NRC)の施策：

a) 大学の教育･研究炉の基盤整備および教育支援プログラムは、2006年度に2,700

万ドルの予算規模であり、米国の大学における核物理学と原子力工学(NSE)専攻の

復興に多大な貢献をした。1980年代と1990年代には核物理学と原子力工学教育

が衰退したが、その後、米国の大学における原子力関連の講座数と学位取得数は増

加に転じた(図11.4参照)。2008年度には、大学の原子力教育支援プログラムの予

算は、原子力規制委員会の所管となった。

b) 2005年エネルギー政策法を受け、NRCは、規制業務に必要と考えられる原子力安

全、保障措置、環境保護等の分野における教育課程、研究、訓練を支援するため、

高等教育機関への資金援助として、原子力教育助成プログラムを開始した(US

NRC, 2008)。2008年において、原子力科学、原子力工学および原子力施設の設

計、建設、運転と核物質の安全な取扱いに必要な人材開発に関連した事業の支援と

して、さらに1,500万ドルの予算を計上した。
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・日　本：

a) 各大学、研究機関、企業の各種施設および他の特殊な施設など既存の教育基盤と、

原子力専門家を訓練するための情報技術とを統合するとともに、併せて保守のため

の熟練技術者の訓練センターと教育訓練情報センターを設立することによって、最

大限の効果を上げることを目指している(Mori et al, 2005)。

・欧　州：

a) 研究と訓練の活動に関するEURATOM第5フレームワークにおいて、欧州委員会は

原子力工学分野に欧州修士号の枠組みを設定し、原子力教育に関するプロジェクト

を立ち上げた。この施策は、原子力高等教育の強化を主要目的とする非営利の組織

である欧州原子力教育ネットワーク(ENEN)2の設立につながった。2008年6月時

点において、ENENは欧州19ヵ国の46機関が参加している。

b) EURATOM第6フレームワーク･プログラム(2002～2006年)において、欧州委員

会は欧州原子力訓練･大学基盤機構(NEPTUNO：Training and University

Organisations)プロジェクトを支援した。ENENプロジェクトは専ら高等教育を対

象としたが、NEPTUNOプロジェクトは継続的な専門家の育成を目指した教育と訓

練に焦点を当てている。

c) 欧州放射線防護教育訓練3プラットフォームは、欧州委員会の輸送･エネルギー局長

の支援により設立された。プラットフォームの目的は、以下のようなものである。

。欧州連合の加盟国、加盟候補国および準ずる国家における教育と訓練を従事者の

放射線防護の基盤(インフラストラクチャー)にうまく統合する。

。国境を越えた職業教育と訓練の基盤の活用を促進させる。

。放射線防護における基準、資格の調整と、専門家の相互認証

。欧州連合内における専門家の移動における障害の除去

11.3 研究開発体制と必要性

11.3.1 背景

半世紀以上にわたって発電の分野で原子力の利用拡大が図られている一方で、原子力利

用を選択した国における研究開発は量的に劇的な変化があった。過去の経験から学ぶこと

はできるが、過去の決定は、経済的、政治的および環境的な条件が大きく変わる将来にわ

たって必ずしも適切とは言えない。
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原子力発電を利用している国の研究開発体制に影響を与えてきた要因は、以下のようなも

のを含む：

・これらの国における将来の原子力利用についての選挙による決定または政治的決断；

・政府の関与(例えば、通常国家レベルで研究開発が行われる国と、自由化された電力市

場の中で研究開発は私企業の責任とする国の間の相違)；

・市場の力が方針決定に最も重要な役割を持っている場合と、国家のエネルギー政策が最

も影響力のある場合；

・米国におけるスリーマイル島事故、旧ソビエト連邦におけるチェルノブイリ事故のよう

に、原子力利用に対して負の影響を及ぼす世界的な原子力事故への反応；

・概して原子力開発の必要性の認知に肯定的な影響を与える傾向のある、気候変動影響の

理解；

・多国間のプログラムおよび国際協力の進展；

・いくつかの場合においては、初期段階における原子力の軍事利用開発体制；

図11.5に示すように、ここ10年間にOECD加盟各国における原子力研究開発費支出

総額の状況は大きく変化した。

近年、原子力研究開発は、新設計あるいは革新的な設計に多額の研究費を割り当てた原

子力利用の初期とは異なり、現存する原子炉の支援およびプラント寿命の延長に焦点が当

てられている。例外もあり、例えば、イタリアでは1980年代末以来原子力発電を行っ

ていないにもかかわらず、原子力の研究、教育プログラムを継続している。反対に、ドイ

ツでは27％もの電力が原子力発電によって賄われているが、原子力の段階的廃止の国家

方針に沿って、ほぼ全ての原子力研究を終了した。

原子力研究は非常に幅広く、例えば理論核物理学のような基礎研究から、医薬、宇宙物

理学、採掘孔における地質調査などの特殊な応用分野にまで広がっている。以降、本章に

おいては核分裂炉に関連した「原子力エネルギー研究」、すなわち原子力安全、廃棄物管

理、原子力開発および原子力科学といった分野での研究に焦点を当てる。

第11章　基盤：産業、人材、研究開発能力

322



特に原子力分野の研究資金を論じる際に、基礎研究と応用研究を区別することが便利で

ある。基礎研究は、しばしば、特定の応用分野に直接結びつかず、知識を増やす目的で行

われる研究とされる。基礎研究は知識を提供する役割以外にも、研究者の訓練には不可欠

なものである。例えば、大学の研究所は、研究者が経験を通じて用いることになるであろ

う技術および能力を得る場所でもある。

11.3.2 原子力研究開発における政府の役割

原子力研究開発は、政府の役割が重要と考えられる分野である。最終的に電力消費者が

費用を負担することになるのだが、一つの課題は、どのプログラムについて、民間原子力

セクターで実施すべきか、どれは政府の資金提供、言い換えれば納税者負担で実施するの

かを決定することである。ほとんど全ての人が電力消費者であり、納税者でもあるため、

これら2つのアプローチに大きな違いはないが、どちらが効率的か、政府によっては異な

る姿勢をとってきている。

報告書「政府と原子力(Government and Nuclear Energy)」(NEA, 2004a)は、原

子力の研究開発を含めたエネルギー政策における政府の役割を検証し、適切な税制優遇措

置または他のメカニズムを通じて、政府が、高い投資回収率を求める競争市場の短期的な

見方による影響を補う役割を果たすことを指摘している。特に、政府は、新型炉と関連燃

料サイクル開発の初期を含め、長期的研究、基礎研究の資金提供の役割を有する；産業界

は、より直接的に市場に関連した研究開発費用を負担するものである。また政府は、十分

かつ安定したエネルギー供給、競争市場と価格、持続可能な発展といった3つのエネルギ

ー政策の目標を達成するため、その目標への貢献度に基づいて研究開発を評価することが
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求められる。

しかし、政府の役割は常に明確なものとは限らない。現存の原子炉システムを支援する

研究開発(寿命延長、更なる高燃焼度の燃料など)の資金は主に産業界によって準備される

が、一方、原子力安全に関する研究の責任は、原子力発電プラントの所有者／ベンダーと

規制当局／政府との間で分けられる。核不拡散手段の開発や昔の軍事利用に伴う廃棄物の

措置に係わる研究開発は、通常、公の資金を使用するのが正当と見なされる。

同じNEAの報告書において、政府は、主に財政圧迫下にある故に、リスクがあったり

支払いが拡散するような長期プロジェクトについて、現在、慎重に見ていることも述べら

れている。政府は、短期的でより経済を押し上げるものを模索しており、より短期の商業

的開発や産業界との連携に回帰する方向に向かっている。

11.3.3 原子力研究開発と資金の選択

他のエネルギーや産業分野と同様に、原子力エネルギーにおいても研究開発が必要であ

ることは共通認識となっている。活発な研究開発プログラムと枢要な分野における最先端

の研究者により、特定の課題の解決と、継続しているエネルギー･プログラムに直接利用

可能な成果を得ることができる。さらに、将来の有望な開発と関心の方向を見極めること

により、総合的なエネルギー政策の優先順位と方向性を決定するにも、研究開発プログラ

ムが影響を持っている。

経済的な考察は常に基礎的な要因である；政策選択肢の重み付けを行い、研究プログラ

ムを決定する際に、この考察を考慮に入れる必要がある。加えて、原子力の基盤が限定し

ていて原子力に関する知識ベースにアクセスできない小国では、発達した原子力の基盤を

有し先進の知識ベースに直接アクセス可能な大きな国(あるいは、欧州のような国家グル

ープに属している諸国)とは、原子力導入に伴う研究の必要性や安全上の課題が、異なっ

ている。エネルギー需要も、しばしば大きさが異なり、その解決法も異なっている。

政府と研究機関は、最も適切な研究プログラムを選んでいるとどのようにして確信でき

るのであろうか。もし、研究者にこの選択を委ねた場合、政府の戦略的な考察がなされな

いまま、専門知識と実験設備の活用可能性によって選択が行われる危険性がある。この危

険性は、核データ測定の要求に基づいて優先リストを作成した際に明らかとなった(NEA,

2003)。そのリストは、例えば炉物理学者のようなデータのユーザからの要望ではなく、

測定施設の科学者から示された核データの要求を数多く含んでいた。

多くの加盟国において、幅広い能力を有する人々を含む特別な委員会が、資金を提供す

べき原子力の研究開発プログラムの選定のため組織されている。その例としては、

1998年に設立された独立の原子力研究諮問委員会(NERAC)がある。NERACは、米国

における長期的な原子力研究開発計画を展開し、優先事項および可能なプログラムを選定

するとともに資金援助と基盤整備の必要性を評価し、エネルギー省に対して提言を行って

いる。また、NERACは有能な人材の需要増大に照らして、大学の原子力工学カリキュラ

ムと研究所の現在の制約の見直しに関する諮問も受けてきている。

第11章　基盤：産業、人材、研究開発能力
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新しい原子力研究プログラムの要求に加えて、過去の実験から得られた知識と情報も保

存する必要がある。これら過去の実験から得られた結果と技術は、現在の必要性と将来の

原子力エネルギーシステム開発にとって価値がある。これらの過去の経験は、研究開発等

の方法の妥当性を評価する基礎であり、知識の重要な源泉となる。

11.3.4 原子力安全における研究開発のニーズ

放射能に関連したリスクは、現代技術の影響の中で最も徹底して研究されてきたもので

ある。にもかかわらず、原子力はかなりの数の市民によって問題とされ、不信感を持たれ

続けている。1986年に起こったチェルノブイリ事故は、歴史上最も重大な原子力災害

事故の一つと考えられ、汚染地域においては重大な健康問題を今なお抱えている。

しかし、原子力分野のように事故を防止するため多くの予防措置がとられるとともに、

環境対策が行われている産業分野は少ない。OECD加盟各国においては、原子力発電プ

ラントの運転は、しっかりした法律と規制、基準に基づき、経験豊かな独立した安全規制

当局によって監視され、原子力安全の水準は非常に高い。

どのような重大な事故でも、チェルノブイリ事故と同様に原子力の将来を確実に傷つけ

るものとなるため、原子力安全は絶対的に優先されるものである。原子力安全は、事故の

防止および、仮に事故が起こった場合の影響拡大の制限と、人々と環境に対する影響とリ

スクの正確な評価を含む広い課題の分野である。

現行の原子炉の老朽化と新しい技術の発展により、研究が原子力安全の重要な部分とな

り、安全当局がその役割を果たすための技術的基礎を提供するものとなった。また、研究

を通じて優秀な専門家の温存とともに、問題が生じたときに迅速かつ効果的に事に当たる

ことができる研究所や実験設備を維持することが可能となる。

原子力施設の運転者が経済性向上の要求に晒されている場合、安全研究がコスト削減と

妥協することがないようにすることが重要である。安全規制当局と原子力産業の間で上手

に計画された共同研究や、コストと施設の分担を可能とする国際協力を通じて、研究を適

正なレベルに維持することは、政府の責任である。

NEAは、数多くの原子力安全研究を実施してきた。昨年、既存炉とともに新型炉を支

える施設に関する報告書を出版した(NEA, 2007)。同報告書は、リスク研究に係わる主

要研究施設と研究プログラムに関する以前の報告書(NEA, 2001)をベースとして見直し

を行ったものであるが、それに止まらず、新型軽水炉に係わる範囲もカバーするよう拡充

している。2007年報告書は原子力安全に関わる問題を要約、安全研究に係わる施設の

状況を評価し、閉鎖の危機に瀕している重要な施設について勧告を行なった。また、長期

的観点に立った安全研究基盤整備と既存施設の維持の必要性についても、勧告を行ってい

る。

また、NEAは2007年に「規制に係わる研究の役割(The Role of Research in a

Regulatory Context)」(NEA, 2008)についてのワークショップを行い、規制関係者、

研究管理者および産業界関係者の間で、規制に係わる原子力安全研究の必要性、優先度と
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今後の見通しなどについて、経験を交換した。また、このような研究を効率的に実施する

方法についても取り組んだ。ワークショップでは、現在運転中のプラントおよび新設炉の、

現在と近い将来の優先的安全問題が浮かび上がった。新型炉設計の安全評価において原子

力界が長期的に直面する課題とともに、必要とされる研究とその基盤を組織化するための

種々の道程についても意見交換がなされた。

11.3.5 放射性廃棄物管理における研究開発ニーズ

放射性廃棄物管理、特に長半減期核種の許容できる解決策を見出し、実行することは、

もう一つの公衆の危惧の対象でもある(第8章および第12章も参照)。この課題は将来の原

子力をどのようにするかとの政策にかかわらず、原子力施設が存在している全ての国に関

係する。技術的なレベルの解決策は存在するが、それぞれの国の状況に応じて、合意でき

る解決策を提示することは各国の責任である。この課題は原子力の利用によって利益を得

ている現在の世代の責任であり、将来の世代にその責任を転嫁することはできない。

人間と環境に対する有害な影響の可能性をどのような時点においても最小限とするよう

な、種々の放射性廃棄物管理方法の検討・比較評価は、既に多く研究されている。深地層

への処分、地上および比較的浅い地中における長期貯蔵、および長半減期元素の核種分離

と核変換のような、幅広い解決策を研究する開かれた研究プロジェクトが実施されている。

原子力を利用している大部分の国において、放射性廃棄物の深地層処分が解決策の好ま

しい技術と考えられている。研究者および専門技術者は、放射能の自然崩壊により危険性

が無くなるまで、放射性廃棄物を有効に隔離することが可能と考えている。しかし、この

管理方法は科学界ほどには公衆は信頼していない。公衆は、あまりに遠い不確実な将来の

こととして、非常に長期にわたる影響を完全には評価しきれないような技術にはまだ同意

する状況ではない。

地下研究所は、正に実際の廃棄物処分場の条件において実験を遂行できる、重要な施設

である。評価モデルをテストするため、長期間にわたる試験が行われる。

原子力利用を行っている幾つかの国においては、地層処分場の必要量を削減する手段と

して、使用済燃料中に存在する長半減期同位体の分離変換の研究も推進されている(第14

章参照)。プルトニウム、マイナーアクチニドおよび幾つかの長半減期の核分裂生成物が、

放射性廃棄物の長期危険性の主要な原因である。これらの核種を廃棄物から分離(核種分

離)し、核変換した場合、その残りの廃棄物は大部分の長期的な放射性毒性を失っている。

もし全てのプルトニウムをリサイクルし、燃焼させた場合、放射性毒性のインベントリを

最大十分の一まで削減することが可能である(NEA, 2006)。それに加え、さらにマイナ

ーアクチニドを分離核変換すれば、百分の一以上の削減効果を得る可能性がある。これら

の削減効果を得るには、ほぼ完璧なアクチニドの燃焼が必須であり、多重のリサイクルが

必要となる。再処理と燃料加工工程における損失率は、この削減が有効であるために1％

以下、おそらくは0.1％以下である必要がある。成功裏に分離核変換が行われれば、i )

貯蔵放射性物質の量、ii) 残存崩壊熱の削減が可能となり、結果的にiii) 処分場の容積とコ

スト削減にもつながる。
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マイナーアクチニドの核変換は、高速中性子スペクトルを持つ原子炉または加速器駆動

システム(ADS)によって、最も効率的に実施できる。ADSに関する研究開発は、主に、

マイナーアクチニドの核変換専用の非エネルギー生産装置に注力している。マイナーアク

チニドの核変換に関しては、第14章でより詳しく記述した。

11.3.6 新型炉開発における研究開発ニーズ

エネルギー供給保証の面において、原子力エネルギーの利点の一つは多量の電力を生産

するために少量の原材料しか必要としないことであり、またウラン資源の分布と生産規模

に地域的広がりがあることである(第5章参照)。しかし、現在使用されている原子炉の大

部分を占めている軽水炉は、燃料を製造するのに使用する天然ウランが持つエネルギーの

約0.6％しか利用していないことに留意すべきである。

現在の原子炉(軽水炉)によるウランの持つエネルギー･ポテンシャルの利用率の大幅な

改善は難しいため、消費するより多くの核分裂性物質を高速中性子によって生産し、燃料

を増殖できる原子炉に関して再び関心が高まった。

より先進的な原子炉システムについて、幾つかの国際的な研究開発が実施されている。

このうちの一つである第､世代炉国際フォーラムは、12ヵ国にEURATOMを加え、次世

代の原子力エネルギーシステムの開発を目指し共同研究開発を促進するものである。6つ

の革新的概念が、競争力の高さ、安全性と信頼性の高さ、天然資源のより有効な利用、発

生廃棄物量の削減、また、核拡散抵抗性と核物質防護の改善といった目標に合致するもの

として選定された。これら6つの概念のうち4つが高速炉であり、5つが閉じた燃料サイ

クルを採用している。

これらの技術開発において材料開発が重要な位置を占め、さらに炉物理、燃料サイクル

に係わる物理的、化学的課題もある。将来の原子炉においては、主に構造材料、被覆管材

料、核燃料の分野において技術革新が必要であり、この技術革新は飛躍的なものとなるで

あろう。しっかりした科学的基盤の下に信頼性ある予測モデルを構築し、実験データによ

って検証していくことが必要である。

次世代原子炉の開発のためには多くの科学的課題の解決が必要であり、妥当な時間枠内

での開発を行うためには効率的な国際協力が求められる。さらに、必要とされる研究を支

援するために、国際社会が適切な基盤を整備することも重要であろう。

11.3.7 国際協力の役割

過去、政府は原子力研究開発を行う国立あるいは準国立の研究所を設立し、数千人の人

を雇用していた。これらの研究所は、しばしば原子炉メーカや電気事業者と密接な関係を

維持し、場合によっては自らこれら企業を保有していた。また、これら研究所は研究開発、

産業振興および発電の間の調整を担ってきた。1990年代を通じ、原子力利用を行って

いる多くのOECD諸国は原子力研究開発予算の絶対額を削減すると同時に、減少したエ

ネルギー開発予算の中でさらにその比率も落とした(図11.5参照)。

原子力研究開発に対する自国内の資金の減少は、特に原子力利用を維持すると決定し
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た国にとって、専門知識、国立研究所、産業基盤および大学が持つ各種資源を共有するた

めの担保として、国際的枠組みの重要性が増した。国際協力の強化によって、数カ国間で

研究活動と費用を分担し、より効率的に研究が実施可能となる。NEAは、原子力技術の

利用と開発に係わる種々のプレーヤーにとり必要な科学的、技術的知識の共通的中核部分

の維持、発展、普及を、種々のレベルで仲介している。また、NEAおよびIAEAといった

国際機関は、組織が長期間にわたり安定しており、情報を共有する場でもあることから、

知識を保存する上で重要な役割を持っている。

NEAには原子核反応および化学熱力学データや、原子力安全、臨界、炉物理、燃料挙

動、放射線遮へいの各分野の総合的な実験によって得られた情報を保存してきた重要な経

験がある。これは、他のNEA委員会と密接な共同作業の下、主にNEAデータバンクによ

って行われている。他の技術委員会はニーズを確認するとともに、保存する価値がある情

報を勧告する。データバンクの役割は、情報を編集、保存、普及することである。
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第12章　ステークホルダー(利害関係者)
の関与



キーポイント
・現在、以下のような幾つかの要因が原子力エネルギーに対する公衆の認識に影響を及ぼ

している。

1) エネルギー供給セキュリティの確保に対する政治的圧力の高まり

2) 温室効果ガス発生量の削減による気候変動の懸念への対応の緊急性

3) エネルギー経済

4) 近年の原子力発電プラントの強固かつ安定した安全実績

5) 原子力エネルギー分野での、特に、法的枠組みの強化によって、公衆とのコミュ

ニケーションの向上およびより多くの公衆の参加を推進することによる良好なガ

バナンスの進展

これら要因は、社会による将来の原子力エネルギーに対する認識に大きな影響を及ぼし

続けることになろう。

・各国間での違いは、文化の違いの重要性および原子力エネルギーが社会に伝えるイメー

ジの複雑さを際立たせている。政治的、経済的、社会的、および環境面の要素が複雑に

混ざり合って、原子力エネルギーの受け止め方に影響を及ぼし、これら要因の各々が時

間と共に変化しうる。

・原子力リスクに関する有益な情報(市民の直接的な参画と関与を通じて得られる目前の

課題についての、より詳細な理解を伴う知識のことを言う)の提供は重要ではあるが、

これは公衆の信頼構築には不可欠である。

・良好なガバナンス原則は、リスク・コミュニケーションを効果的に実施できるようにす

る上で大切な役割を果たしている。良好なガバナンスを一層進展させかつ実現していく

ことが、将来の原子力エネルギーの決定および方向付けのための政策決定プロセスにお

いて、教育し、権限を付与し、かつ関与を高めるような社会に向けての必要なステップ

になっている。これを実現するため、以下のことが必要になる。

1) 情報の透明性とステークホルダーの関与を支援する法的枠組み

2) ステークホルダーの参加のために有効なメカニズム

・原子力安全および放射性廃棄物管理は、日常的に公衆の懸念の種として挙げられている。

政府、規制当局、原子炉メーカーおよび電気事業者は、関係の深いステークホルダーの

参加を通じて、これらの分野のリスクに対する公衆のイメージを、よりバランスの取れ

たものにするために多大の努力を払いつつある。

・原子力技術の進歩は、明らかに原子力エネルギーを一層安全なものにしている。高レベ

ル廃棄物管理に許容できる長期的解決策が示されれば、公衆の認識を良い方向に変える

ことができよう。第､世代原子力技術はもちろんのこと、市場に既に出ている新型炉に

ついても、十分に開発、展開されれば、安全や廃棄物や核拡散に対する多くの懸念をこ

れまで以上に軽減してくれる筈である。
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12.1 原子力エネルギーに対する考え方－状況設定
原子力エネルギーの利用は、これまでの60年近い歴史の中で公衆の大きな反対を引き

起こすこともあったが、1950年代～70年代にかけては政府の強力な支持が得られてい

た。第2次世界大戦後の急激な経済成長に伴い、OECD加盟国のエネルギー需要(特に電

力需要)は急速に増加した。政府および多くの社会では、原子力発電がエネルギー・セキ

ュリティを強化する実行可能な選択肢と認識されるに至った。この結果、第1章に示され

ているように、原子力発電プラントの建設が早いピッチで行われるようになった。

しかしながら、1980～90年代になると、欧州および北米のOECD加盟国では、原子

力発電プラントの建設が全般的にスローダウンした。この減速傾向は2つの事故に起因す

ると言うことができる。すなわち、一つは1979年に米国で発生したスリーマイル島事

故で、もう一つは、1986年のウクライナで発生したチェルノブイリ事故である。これ

ら事故は、原子力の歴史では分水嶺と言うことができるが、これは、とりわけ、これら事

故が引き起こした原子力安全にかかわる劇的な変化のため、というより、もっと直接的に

は、これら事故は原子力発電に対して国際的に激しい懸念を呼び起こし、多くの国々で原

子力エネルギーに対する一般および政治的な支持を大きく損なうことになったためであ

る。さらに、チェルノブイリ事故と同年に、化石燃料、特に石油と天然ガスの価格が下が

り、そのレベルでその後15年間以上もとどまったため、原子力エネルギーが化石燃料代

替エネルギー源と経済的に競争することが極めて難しくなってしまった。

その他、以下のような幾つかの要因がOECD加盟国での原子力発電のスローダウンに

寄与している。

・十分以上の原子力発電電力の供給量が新規プラントの建設に歯止めをかけている(第1

章参照)。

・1970年代～80年代の広範囲に及んだ経済不況時の高い金利は、投資家が原子力発電

プラント建設に出資するために多額の融資を受ける気運を削いだ。

・環境保護(グリーン)政治運動が、原子力エネルギーに対して強力な反対ロビー活動を始

め、ベルギー、ドイツおよびスウェーデンのような国々を事実上、段階的廃止政策に駆

り立てた。

これらの要因にもかかわらず、一部の国では、その社会・文化的背景および展望、また、

様々な経済・エネルギー状況を反映しつつ、原子力発電プラント建設は継続されている。

例えば、日本や韓国は、エネルギー需要の増加を満たすため、1980年代～90年代を通

じて原子力エネルギー計画を進捗させている。

原子力エネルギーに対する公衆の反対あるいは支持の影響は、他の要素と区別すること

が難しいことが多い。公衆の反対だけで、全ての場合に原子力のスローダウンあるいは段

階的廃止を生じる訳ではない。政治的、経済的、社会的、および環境面の要素が複雑に混

ざり合って、その国その国での社会の原子力エネルギーの受け止め方に影響が及ぼされて

いる。
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世論調査から、少なくとも欧州では、エネルギー問題は公衆の懸念項目のリストの中で

高いランクに位置されている訳ではないことが示されている。近年、社会は一般的に、失

業、犯罪、経済的福祉および医療といったような問題により多くの関心を抱いている(図

12.1参照)。にもかかわらず、原子力エネルギーは中立的な問題ではない。多くの場合、

主として、安全で信頼性が高く手ごろな値段の電力に代わるより良い方策がないため、受

け入れられているというより大目に見られているだけのようである。

12.1.1 現在の公衆の認識

以前、燃料不足、汚染の心配および高価格の問題があったにもかかわらず、公衆は伝統

的に、石炭、天然ガスおよび石油の利用をエネルギー需要を満たすために必要なものであ

ると見なしている。原子力エネルギーに対するイメージが改善されても、特に欧州では、

懐疑的に見なされ続けている(図12.2参照)。対照的に、米国で実施された2008年5月

の世論調査(Zogby International、2008年)によれば、現在は原子力エネルギーに対し

て強力な支持が得られており、同調査では、67%の米国人が新規原子力発電プラント建

設を支持していることが示されている。
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事実、原子力エネルギーの受容度に関する公衆の認識に関しては、国毎に大きな差が生

じている。図12.3に示されているように、既存の原子力施設の継続的な利用を受け入れ

ている人々もいるが、新たな原子力発電プラントの建設に対して反対すると考えられる人

もいる。また、他よりもはるかに分極化している集団もある。さらに、世界的に、地域的に、

あるいは所定の国の内部において、経済的または政治的な変化、特定の事象の発生、および

新技術の開発が原因で認識が変わり、時間と共に変化が生じることも忘れるべきではない。

原子力のリスクに対する公衆の認識は、その他のエネルギー源によるリスクと比較して、

死亡事故の観点からは、実際のリスクと明確な相互関連性があるとは言えない。石炭、石

油および水力のような他の部門と比較した場合、原子力発電事故によって死亡した人はほ

とんどいない(図12.4および付録4参照)。

12.1.2 変わったのは何か？

エネルギー供給セキュリティおよび気候変動の緩和は、今や政策協議事項の中でも最優

先事項になっている。しかし、これらの課題は、例えば、干ばつ、停電あるいは燃料価格

の高騰によって直接影響を受ける多くの地方自治体や家庭にとっても、現実的な考慮事項

になっている。全てのエネルギー部門における新技術が、より高いエネルギー・セキュリ

ティ、温室効果ガス排出量の削減、および費用対効果性や安全性の向上に向けて、エネル

ギー供給ミックスの再編をますます現実的にしているため、一部のエネルギー源が他より
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も社会にとって魅力的なものになりつつある。

結果的に、エネルギー問題は、社会の中での論議でひときわ目立つ話題になりつつあり、

ますますOECD加盟国の政策目標になっている。エネルギー・オプション(原子力を含む)

は全てのレベルで議論されている。

同時に、OECD加盟国では良好なガバナンス原則の採用に向けての流れが育ちつつあ

る。特に、意思決定手続きにおけるより十分な公衆とのコミュニケーションや公衆の参加

によって、より深い信頼を徐々に浸透させることができるようになろう(12.3項参照)。

政策立案者はこれを、十分に情報を提供した上で行う建設的な公開討論を推進する観点か

ら、エネルギー問題に関する教育や理解を促進させる好機と見るべきであろう。

12.1.3 リスク・コミュニケーション

国毎に大きな違いがあるにもかかわらず、図12.3に示されているように、全ての社会

には、公開討論を通じて原子力のリスクについて十分な情報が提供される必要がある

(NEA、2002)。リスクや便益が明快に理解される必要がある場合には、情報は、図解

され、説明され、かつ毎日の生活と関連付けられなければならない(Rogersら、2006

年)。原子力エネルギーの関係者による透明性の向上と社会への(タウンミーティング、報

告書、プレスリリース、雑誌、展示物およびインターネットを媒介した)浸透活動(public

outreach)は、その趣旨から言っても不可欠である。フィンランドの例を見ても分かるよ

うに、高レベル放射性廃棄物の貯蔵や原子力発電プラント建設に関して決定が下された際

には、全てのステークホルダーとの広範な対話が成功に繋がりかつ建設的な結果に導いた

と言える。

この関連で、知識と情報を区別することが重要となる。これまでの経験から、特に、放

射性廃棄物管理および放射性廃棄物処分サイトの選定の場合、例えば、広報キャンペーン

を通じて、ステークホルダーに対する情報提供の努力を行ったとしても、廃棄物処分場建

設のリスクと便益に対する公衆の認識はほとんど変わらない可能性があることが示されて

いる。これとは対照的に、知識の向上は(市民の直接的な参加や関与を通じて得られたよ

り深い理解の構築という意味で)、非常に有効であることが示されている。但し、依然と

して原子力エネルギーに関するリスク・コミュニケーションは、公衆の信頼を得られずし

て成功することはほぼあり得ない。公衆の信頼は、原子力発電のような複雑な技術的問題

がリスクに晒されるような事態を引き起こした場合に、特に重要になる。したがって、政

府は、産業界、非政府組織およびその他の関係者と共に、原子力エネルギーに関して伝達

する情報の信頼性を確実に高めなければならない(Rogersら、2006年)。

ちょうど原子力エネルギーに対する公衆の認識が国によって大きく異なるように、情報

源に対する公衆の信頼レベルも非常に異なる。図12.5に示されているように、欧州連合

では、科学者が最も信頼レベルが高く、これに環境保護組織あるいは消費者団体が続くが、

その双方が国家政府や産業界代表よりはるかに高い公衆の信頼度を享受している。これは、

一般的には産業界や政府が原子力問題に関して主たる伝達者であることを考えると、極め

て深刻な事態である。したがって、政府や産業界の指導者らは、積極的に公衆の信頼を得
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るべく、さらに多くの時間、資源を投入し、準備にも十分な配慮を払う必要がある。

12.1.4 投資家の認識の変化

政府、電気事業者および投資家は、原子力発電プラントに関与するか否かを決定する際

に、多くの要素を考慮しなければならない。このような重要要素の一つにコストがある

(第6章参照)。原子力エネルギーは、他の発電源に対して競争力はあるのか。例えば、天

然ガスの価格が西暦2000年レベルにまで下がったとすると、天然ガスが安価な代替策

であると見る者も出てくるかもしれず、したがって、原子力発電を進めようとする気持ち

が削がれる可能性もある。しかし、今日の環境では、原子力発電プラントの費用対効果性

向上と石油やその他の燃料の価格高騰1が相まって、原子力発電は資本集約型であるにも

かかわらず、その競争力を高めている。

原子力エネルギー事業では、特に現在、新規原子力発電所の建設に対する関心が回復して

いることから、潜在的投資家が重要なステークホルダーになっている。コストの検討が原子

力発電のリスクと便益の重み付けで考慮に含められる場合、この課題はさらに複雑化する。

潜在的リスク

・規制上の制約と許認可手続き：許認可手続きには多大の時間と費用を要し、まだ検証さ

れていない新たな安全規制が導入された場合には、一層の不確実性が加わる。
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%

56 20

24

39

44

43

46

45

48

52

39

34

31

28

26

12

10

13

16

18

21

34

12

15

政治団体

国家政府

ジャーナリスト

電力、ガスおよびその他の
エネルギー企業

地域／地方自治体

欧州連合

環境保護組織あるいは
消費者団体

科学者

分からない全く信頼しないほとんど信頼しない大いに信頼する完全に信頼する

1 石油の価格：2008年7月に147米ドル／バレル



・長期の建設リードタイム：投資家は、速やかに利益率が得られるプロジェクトを好む。

原子力発電プラントは、他の発電プラントより建設に長期を要し、この長期のリードタ

イムがプロジェクトを費用超過に対して脆弱にしている。

・政治的意志の欠如：政策立案者が主導的役割を持つため、政治的なリーダーシップの変

更あるいは政策転換は世論に多大な動揺を引き起こしうる。

・原子力税：例えば、スウェーデンは、今後考えられる産業界の環境影響を補償するため、

2000年に原子力エネルギー税を設けた。この税収は、第三者の潜在的損害コストあ

るいは放射性廃棄物管理コストのような原子力目的には一切使われず、一般政府予算に

流し込まれている。この税金は、もちろん、スウェーデンでは原子力発電の競争力にマ

イナスの影響を与えている。

・強硬な公衆の反対：世論は、一つには、その変化が政治的な意志に影響を与えうるため、

投資家の信頼に影響を及ぼす。

潜在的便益

・競争力：現在、投資市場は原子力エネルギーに対して好意的であり、石炭や天然ガスの

価格が著しく下がらなければ、その状態が続きそうである。排出取引の仕組みを取り入

れている国では、原子力エネルギーはさらに高い競争力を有している。

・強固な電気事業者：電気事業者が健全なバランス・シートと高い信用格付けを保持して

いれば(これは多くの産業より負債レベルが低い現在に当てはまる)、投資市場は、原子

力エネルギー・プロジェクトを支援することができる。投資家の信頼は、一般に電気事

業者の株が長期にわたり良好な実績を積むことによって高められる。

・融資メカニズム：これには融資保証や税制優遇措置が挙げられる。

・炭素税：原子力エネルギーが発電プラントから全くCO2を排出しないため、このよう

な税金は原子力エネルギーに有利に働く。

ステークホルダーの認識はゆっくりと変化するが、長期にわたって徐々に進展する。本

章の次項では、エネルギー供給セキュリティや気候変動の緩和のような世界的な変化を社

会がどのように感じているか、また、これら各々の前線で高まりつつある懸念が原子力エ

ネルギーに対する認識にどのような影響を及ぼしているか、について焦点をあてる。最終

項では、有効なリスク・コミュニケーションや公衆の参加によって、一層啓発された社会

が、原子力エネルギー利用に賛成か反対かによらず、その見方をこれまで以上に十分に表

明できるようにする良好なガバナンス原則の影響について検討する。

12.2 公衆の認識に対するエネルギーの世界的課題の影響

12.2.1 供給セキュリティ

エネルギー供給セキュリティは、国際商工会議所によって、EUおよびOECD加盟国が

直面する今世紀最大のエネルギーに関係する問題であると説明されている(ICC、2003
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年)。事実、世界各地域の多くのエネルギー消費国によってこの問題は共有されている。

エネルギー供給を確保するため、原子力発電はどのような役割を果たすことができるの

か。第5章では、原子力エネルギーが供給の多様化およびその多様化によるセキュリティ

の強化をもたらす機会について説明している。この多様化やウラン資源が地政学的に安定

した地域に分布していることによって、信頼性の高いサプライ・チェーンが保証され、ひ

いてはエネルギー・セキュリティが強化される。2010～2050年に世界の電力需要は

急激に伸びると予想されており、多くの国々は、商業的に使えるベースロード代替電源が

すぐにでも現れない限り、原子力エネルギー利用を増やさなくてはならないというプレッ

シャーを感じることになる。したがって、原子力エネルギーおよびエネルギー・セキュリ

ティに焦点をあてた公開討論が、社会が詳細な情報を得た上で決定を下せるようにするた

めに重要となる。

しかし、政治討論は、理解度のレベルが様々であるため、専門家と公衆のリスク認知度

との間の相違によって混乱を来すことが多い。この差をどのように調整するかが重要な問

題の一つになっている。世論調査から、経済やセキュリティ上の事実が公然と、かつ明快

に伝達されている場合、公衆は、エネルギー源としての原子力をこれまで以上に支持する

ようになることが示されている。

スウェーデンの場合を考えてみよう。1980年の国民投票で、スウェーデンの公衆は

原子力プラントの段階的廃止に票を投じた。しかし、干ばつが数年間連続して発生し、こ

れに寒い冬が重なり、水位が低下した(同国の電力の残りのほとんどを供給している水力

発電の出力も減少)。結果的に、エネルギーと電力の需要が急増した。今日、スウェーデ

ンは、原子力発電プラントによって同国の50%近い電力を発生し続けている。図12.6

は、2年間(2006年6月～2008年6月)にわたって実施された世論調査によれば、スウ

ェーデン人の80％超が原子力発電の継続利用に賛成していることを示している。

しかしながら、エネルギー不足が必ずしも全ての場合において、即、原子力エネルギー

への支持につながる訳ではない。2006年1月、ロシア－ウクライナの天然ガス危機の直

後でも、この事態はドイツ(ロシアの天然ガスに大きく依存している国である)への供給に

も一時的に影響を及ぼしたが、ドイツ人の大多数がドイツにおける原子力発電プラントの

段階的廃止は計画通り継続されるべきであり、再検討すべきではないと感じている2。

この状況は、政策立案者にとって複雑な問題を生み出している。エネルギー・セキュリ

ティへの関心が高まってくるにつれて、新技術や既存技術の潜在的なリスクと便益を説明

し、エネルギー・ミックス全体(石油、天然ガス、および石炭供給を含む)の関連の中で技

術の選択を行うために、公開討論が必要になる。

第12章　ステークホルダー(利害関係者)の関与
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2 この世論調査はまだ継続中である。2006年1月、回答者の40％がドイツの原子力

エネルギーの段階的廃止決定の見直しに賛成で、反対は58％であったが、これに対

して、2008年7月には、この数字は、18,324の回答数の22％が賛成で、67%が

反対になっていた。



これには、様々なエネルギー供給の相対賦存量、炭素排出量およびその他の環境影響、

ならびにライフサイクル全体コストに関する情報も含まれている。この種の広範かつ詳細

な情報が得られる討論でのみ、良好な基盤の上に原子力発電に対する公衆の容認ないしは

反対が形成されうる(Rogersら、2006年)。このような点を踏まえると、エネルギー供

給の全ての側面およびその社会、経済、環境への影響に関する客観的情報プログラムの提

供が公共政策上の優先事項になるべきである。

12.2.2 気候変動

気候変動はOECD加盟国におけるもう一つの大きな政策問題である。第4章で説明した

ように、原子力エネルギーは、地球温暖化ガスの排出という観点では、再生可能エネルギ

ーのなかで最高位に位置しており、水力のみが原子力より固有ライフサイクル排出量が低

くなっている。したがって、原子力エネルギーの利用は、一国の地球温暖化ガス排出量を

低減化する方策として、政策立案者には魅力的に映りうる。エネルギー・セキュリティと

共に、公衆は、この危機的課題を理解し、気候変動やこれを緩和する上での原子力エネル

ギーの役割に関する議論に参加すべきである。

しかし一方で、住民は今はこの問題に気付いているが、気候変動の影響を直接経験する

まで、おそらくはこの問題が深刻な懸念事項にはならないと考える者もいる。自然の生息
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環境の減少、北極熊やその他の種の絶滅の可能性が社会の意識の高まりつつある問題にな

っているが、2005年8月のハリケーン・カトリーナは、ルイジアナ州とその隣接州を壊

滅状態に陥れ、米国とそれ以外の世界各地の公衆の意識にこれよりはるかに大きな影響を

与えた3。同様に、2003年の欧州の熱波は、フランスだけで15,000人という多くの死

者を出し(INSERM、2004年)、気候変動問題を多くの欧州人たちにとって身近な問題と

した。このような過酷な出来事が、公衆の物の見方の中で、気候変動にこれまで以上に強

く結びつけられるようになっているため、気候変動に関連した公衆のエネルギー政策への

支持あるいは反対に対しても直接的な影響を及ぼすようになる(Hatch、1986年)。

ほとんどの人々は、気候変動に関係したリスクを認識してはいるが、現在のライフスタ

イルを放棄することには消極的であり、個人的な環境(健康、家庭、個人の安全、快適さ、

金銭的考慮)が何よりも優先している。人々がその(環境への影響を低減しつつ、現状レベ

ルのエネルギー消費を維持する)ライフスタイルを守るために、どのような選択に前向き

であるかという問題は、依然として多面的で複雑である。しかし、核となる質問は次のよ

うなものになろう：CO2排出量削減のためのオプションの一つとして、社会の構成員は

どの程度積極的に原子力発電を受け入れるのか。

この質問に対する回答は、人々が与えられている情報の程度に大きく依存する。幾つか

の世論調査によれば、回答者の多くが、原子力発電プラントが実は地球温暖化の一因であ

ると確信しているという。80%近くの電力が原子力から供給されているフランスにおい

ても、多くの人々は、原子力エネルギーが気候変動に大きく寄与していると信じている

(IFOP、2006年、BVA/EDF2007)4。この、また他の誤解が、原子力エネルギーと気

候変動に関する議論をゆがめている可能性が高い。

人々が原子力エネルギーの環境面でのメリットについての情報を得ると、原子力発電の

利用に賛成する意見に変わる傾向にある。図12.7には、原子力発電の環境面でのメリッ

トについて導入説明が行われた後には、14カ国にわたって急激な支持の増加があること

が示されている。この傾向は、スウェーデンでも同じであり、公衆の20％近くは、気候

変動に関する情報が自分たちの意見を原子力エネルギーの利用の賛成へと変化させたと感

じている(Synovate、2007年)。このような調査から、原子力発電に対する公衆の理解

が増すことが、全世界の将来のエネルギー・ミックスに関する判断を下す上で極めて重要

な役割を果たすことが示されている。
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3 気候変動に関する政府間パネルの第3評価報告書によれば、気候変動による熱帯サイ

クロンの強さは強まる可能性が高いという。

4 2つの異なる世論調査が、それぞれの調査の回答者の51%および66%がこの考えを

支持していると報告している。



12.3 良好なガバナンスの影響
OECDは、良好なガバナンスのメリットを十分に認めている。「良好かつ有効な公共ガ

バナンスは、民主主義と人権の強化を助け、経済的繁栄および社会の一体化を促進し、貧

困を減少させ、環境保護および天然資源の持続的利用を強化する。また、政府および行政

に対する信頼を深められる。」(OECD、2007年)

原子力エネルギーをその国のエネルギー・ミックスの一部にすべきか否かの決定を下す

際に、社会に情報を提供し、権限を付与し、かつ関与させるためには、原子力産業界にお

ける良好なガバナンスの一層の開発や実施のステップが必要になる。原子力がNEA高成

長シナリオ(第3章参照)のように拡張することになると、良好なガバナンスの次の2つの

側面が特に重要になってくる－1) 情報の透明化およびステークホルダーの関与を支え

る法的枠組み、2) ステークホルダーの参加のために有効なメカニズム。
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図12.7　原子力発電に対する公衆の支持に気候変動議論が及ぼす影響(2005年)

0 10 20 30 40 50 60 70 %

気候変動議論前：原子力は安全、より多くのプラントを建設
気候変動議論後：原子力発電拡張

意見の変化率

原子力発電拡大に対する支持：気候変動議論の前後
議論が意見に影響を及ぼす国
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これらの側面の双方共、近年、その多くが変化してきた。条約やその他の法的枠組みは、

公衆の情報へのアクセスを支持し、重要な原子力の課題に関する意思決定時に公衆が参加

する権利を確保するよう進化してきた。法的な裁定や国家の立法は、原子力ガバナンスを

強化する上で重要な役割を果たしてきた。この後の話では、この展開を通じた首尾一貫し

た進展の糸を辿ってみることにする。

12.3.1 情報および参加に対する公衆の権利

政府の意思決定プロセスの情報入手および参加に対する公衆の権利に関する法律は、原

子力エネルギー開発および生産の初期にはほとんど存在しなかった。政府は、このテーマ

が潜在的なセキュリティ問題と同様、複雑であるため、原子力発電の潜在的リスクについ

て公衆に情報を提供したり、原子力政策あるいはプロジェクト決定への公衆の参加を勧め

たりする義務があるとは考えていなかった。

しかしながら、1970年代および1980年代に、人々はある種の工業製品(アスベスト

や有毒化学薬品等)に有害な影響があることに気付き始め、環境への懸念が高まった。

1986年のチェルノブイリ事故後、多くのOECD加盟国は、原子力エネルギーの便益と

リスクについて、公衆にもっと十分な情報を与えなくてはならないという点で意見の一致

を見ている。法的な取り決めは、環境への悪影響の可能性を確実に防止ないしは許容可能

な範囲まで緩和できるよう、全てのステークホルダーによる原子力プロジェクト提案に関

する討論を認める最善の方法であると見られている。

必ずしも全てのOECD加盟国の政治的、経済的、社会的、文化的な条件が同じ訳では

ないため、各国が同じペースで原子力の意思決定に公衆の参加を働きかけるところまで行

ってはいない。カナダと米国は、情報の入手と原子力プロジェクトの意思決定への参加に

対して公衆に幅広い権限を与えているが、このような権限は、歴史的には公衆の参加が選

挙に限定されてきた多くの欧州各国では比較的新しい概念である。共産政権の縛りから抜

け出した中欧および東欧では、「一般公衆」がステークホルダーという概念は1990年代

までほとんど存在していなかった。

公衆による原子力情報の入手

情報入手は、公衆の参加の有効性を高めるための前提条件と言える。過去30年間にわ

たり、OECD加盟各国では、「決定(decide)、通知(announce)、防御(defend)－DAD」

として知られるプロセスから、原子力エネルギー生産のリスクと機会について、公衆に十

分な情報が提供され、かつ特定のプロジェクトに関する決定に公衆の参加が許容されるプ

ロセスへと大きく変化してきた。

国際レベルでは、国連の1972年のストックホルム人間環境宣言5、およびその後の
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5 同宣言の原則1では次のように述べられている：「人は、尊厳と福祉を保つに足る環

境・・・(中略)・・・を享受する基本的権利を有するとともに、現在及び将来の世代

のため環境を保護し改善する厳粛な責任を負う。」



1992年の環境と開発に関するリオ宣言6が、国際的にも国内レベルでも、情報の入手と

意思決定への公衆の参加に関する法的取り決め創出の駆動力となった。しかしながら、使

用済燃料管理および放射性廃棄物管理の安全に関する条約(以下「共同条約」)の採択によ

って、使用済燃料および放射性廃棄物管理施設の安全性について公衆に情報を提供するこ

とが義務付けられたのは、1997年以降であった。共同条約の締結者は、そのような情

報を公衆が入手できるようにし、かつ公衆と協議しなければならず、また、施設に隣接す

る他の条約締約国に対しても、彼らが影響を受ける可能性が高い限りにおいて、一般情報

を提供しなければならない7。ほとんどのOECD加盟国8は共同条約の締約国であり、ロ

シア連邦と中国も同様に締約国になっている9。

にもかかわらず、この共同条約は、その「奨励的」性格のため批判の対象にされてきた。

同条約は、遵守しないことに対して厳しい制裁措置を科すのではなく、安全実績を改善さ

せた国に対してインセンティブを与えるよう設定されている。各締約国によって提出され

る国家実施報告書に基づいて他の条約締約国が遵守状況を検認するため、このインセンテ

ィブは、主として、このような他の条約締約国による周囲の圧力によって引き出されてい

る。この相互評価メカニズムは原子力情報の十分な入手可能性を保証する上で有効ではな

いという批判が唱えられてきた。

1998年の環境問題に関する情報入手、意思決定への公衆の参加および司法へのアク

セスに関するオーフス条約(オーフス条約：Aarhus Convention)は、OECD加盟国のほ

ぼ2／3が締結している条約であるが、この分野では共同条約とともに重要な条約とされ

ている。オーフス条約では、公衆10に次の3つの権利を付与している：①公的機関からの

環境情報を得る権利、②公的機関による環境関連の意思決定に参加する権利、③前述の2

つの権利あるいは国の環境法の違反が行われた時の法的救済の権利。

原子力プロジェクトに関する情報の請求は、請求対象の情報が「環境」に分類されるた
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6 同宣言の原則10では次のように述べられている：「環境問題は、・・・・関心のあ

る全ての市民が参加することにより最も適切に扱われる。国内レベルでは、各個人

が、・・・・公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意思決定

過程に参加する機会を有しなくてはならない。・・・・・司法及び行政手続きへの効

果的なアクセスが与えられなければならない。」

7 共同条約の第6条および13条参照

8 2007年12月12日現在、OECD加盟国30カ国の内、25カ国が同条約の締約国にな

っている。全締約国リストについては、以下のWebを参照されたい。

www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf 

9 インドは、まだ共同条約の締約国ではない。

10 公衆は、自然人(natural person)あるいは法人(legal person)であり、国内法ある

いは慣例に従って、その団体、組織あるいはグループと定義されている。



め、オーフス条約の対象と見なされる場合が多い。情報請求は、原子力施設周辺環境の放

射線レベルに関する情報から、原子力発電プラントの安全特性の詳細にまで広範にわたる

可能性がある。同条約は、人間の健康あるいは環境に対する差し迫った脅威の場合には、

その脅威から生じる危害に対して、公衆が防止対策あるいは緩和措置を講じることができ

るよう、公的機関が保有する全ての情報が提供されなければならないと規定している。

したがって、OECD加盟各国では、原子力エネルギー・プロジェクトに関する情報を

公衆に幅広く提供する動きが高まりつつある。しかしながら、例えば、原子力発電プラン

トの安全検査報告書は、求めに応じて開示すべきか、それとも人間の健康あるいは環境に

対する差し迫った脅威が生じた場合にのみ開示すべきか、といった、原子力情報をどの程

度まで開示すべきかに関して一部の国で論争も生じている11。

フランスはオーフス条約の下での要請よりさらに踏み込んでおり、2006年原子力問

題の透明性とセキュリティに関するフランス法によって、当局だけではなく、原子力発電

事業者も原子力情報へのアクセスを認めなければならないとされている。

原子力意思決定における公衆の参加

近年、多くのOECD加盟国で原子力意思決定への公衆の参加が高まりを見せている。

公衆との協議は今や、国家当局が原子力政策を提案する場合、あるいは許認可や免許を必

要とする原子力プロジェクトに関する意思決定を行う場合に、重要な意味を持つと見なさ

れている。このポイントについての最近の具体例として、2007年2月に、グリーンピー

スが英国政府の協議プロセスに関して高裁(High Court)で勝訴するという事例が英国で

起こっている12。協議は、意思決定プロセスにおける公衆の信用と信頼の構築を助け、

「地域で望まれていない土地利用(locally-unwanted-land-use = LULU)」あるいは「裏

庭にはお断り(not-in-my-backyard = NIMBY)」症候群と呼ばれることもあるような
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11 フランスでは、公的機関は安全報告書へのアクセスを何らの条件も付さずに自動的

に認めることはしていない。報告書の中の情報が原子力施設周辺区域の環境面に関

連している場合(例：洪水のリスクあるいは地震リスクの可能性)、その文書は開示

されるが、原子力施設の弱点に関する説明に関連している場合には、公安上のリス

クが伴う可能性があるため開示されない。一方、スペインでは、環境NGOによる原

子力安全検査報告書の入手に対して下された2件の判決後、スペイン原子力安全当

局は、インターネットを通じて原子力安全検査報告書の提供を開始している。

12 英国政府が発表した2003年エネルギー白書は、原子力発電プラントの新増設に関

するいかなる決定についても、それが下される前に、可能な限り十分に公衆との協

議が尽くされることになろうと記載している。2006年1月、政府は、原子力発電

プラント新設を支持する声明を示した報告書を公表した。グリーンピースは、政府

が決定を下す前に最大限公衆との協議を行うという公約を破ったと法廷で主張した。

高裁は、政府決定を無効にする命令に同意し、許可を与えた。



「決定手詰まり(decision deadlock)」状況に至るリスクを減少させてくれる。

原子力の意思決定における公衆参加の範囲については、OECD加盟国それぞれで大き

く異なっている。フィンランドのような国の法制度では、非常に幅広い協議が求められて

おり13、そのようなプロセスは、原子力エネルギー生産の増加に関しても、近い将来、

十分機能する可能性が高い。他の国々もおそらく、短中期的に、原子力意思決定に公衆の

参加を考慮した包括的な法制度を採用することになろう。

越境環境影響評価に関する1991年エスポー条約(1991 Espoo Convention on

Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context)は、原子力意思

決定への公衆の参加を取り扱った最初の国際的な法的枠組みである。同条約は、多くの

OECD加盟国によって批准されており、批准していない国の内、幾つかの国は、同条約

の要件を国内法に反映している14。その条件下では、国は、他の締約国の環境に著しい

悪影響を生じる可能性が高い活動に対して認可を与える前に、確実に公衆の参加を得て環

境影響評価を実施しなければならない。また、国は、他の締約国に対して確実に通知し、

EIA手続きが完了するまで他の締約国およびその国の公衆が同手続きに参加できるように

しなければならない。さらに、提案されている活動に関する最終決定では、EIAについて

の的確な説明が行われなければならない。

1986年のチェルノブイリ事故によって、大規模な原子力事象は疑いの余地なく、国

境を越えた重大な損害を生じうることが示された。したがって、エスポー条約が全ての大

規模原子力施設および活動に適用されていることは驚くべきことではない15。
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13 フィンランドの法制度は、原子力発電プラント新設に対して広範な公衆協議を行う

よう求めている。原子力運転事業者は次のものを取得しなければならない：( i )環境

影響アセスメント(EIA)が規制要件を遵守していることの閣僚声明、( ii )「原則決定

(decision in principle）」、(iii)建設許認可、(iv)運転許認可。この手続きの際に、国

家機関および関連NGOはその見解を表明することができ、原則決定の際には、国家

評議会(Council of State)は公衆および当該プラントに近接する地方自治体と協議

を行い、地方自治体の支持があり、規制者の報告で安全に関する問題が全く提起さ

れておらず、かつ当該プラントが公益に沿っていると見なされる場合にのみ決定を

下すことができる。議会がその決定を承認すると、原子力運転事業者は建設許認可

申請を行うことができるようになり、その時点で、様々な省庁、専門家、NGOおよ

び公衆との協議が行われる。建設許認可が発給されると、運転事業者は、次いで運

転許認可の申請を行うことができる。

14 例えば、米国の1969年国家環境政策法(NEPA)を参照されたい。

15 2004年の修正(未実効)で、同条約の範囲は原子力発電所やその他の原子炉の解体

および廃止措置、さらには照射済燃料の処理、貯蔵および最終処分のための施設を

含めるべく拡張されている。



2003年、エスポー条約に戦略的環境アセスメントに関する議定書が追補された(キエ

フ議定書)。同議定書は、いったん発効すると16、締約国に対して重大な環境影響を与え

る可能性の高い計画やプログラムの影響評価を行うよう求める。キエフ議定書は、原子力

エネルギーを含む広範な産業分野を対象にしている。同議定書は、全ての選択肢がまだ確

定していない17、意思決定の極めて初期の段階で公衆の参加を求めている18。原子力発

電計画の策定あるいは原子力発電施設の解体を予定している締約国は、全ての関連するス

テークホルダー(公衆、国内の環境・保健当局、および当該計画の国境を越えた影響を受

ける可能性の高いその他の議定書締約国)と必ず協議できるようにしなければならない。

オーフス条約にも意思決定への公衆の参加に関する規定が含まれている。同条約は、原

子力発電プラントの建設、運転および廃止措置、再処理施設、濃縮施設、放射性廃棄物貯

蔵および最終処分施設を含む広範な活動に関する環境関連の意思決定に参加する権利を、

利害関係のある公衆19に与えている。この権利は、原子炉の寿命延長のような施設に加

えられるいかなる変更に対しても適用される。エスプー条約およびキエフ議定書とは異な

り、オーフス条約は、特に国境を越えた影響について取り扱っていないが、提案されてい

る活動が隣国に影響を及ぼす可能性がある場合には、その国の公衆は、意思決定プロセス

に参加する権利を与えられることがある20。

公衆の関与に関する展望

ほとんどのOECD加盟国におけるさらに包括的かつ前向きな情報公開・公衆参加プロ

グラム、および幅広い原子力エネルギーのステークホルダーへの浸透に向けての現在の動

きは継続する可能性が高い。各国がこれら公衆の権利を守るための国際条約や議定書の数

の増加を支持するものと期待でき、この関連で国内法を採択あるいは改善する可能性もあ

る。しかしながら、進捗の速度は、政治的、経済的、社会的、また文化的要素の影響を受

け、このような権利に法的な保証を与えるために、他国より確実に多くの時間を要する国

もあろう。
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16 発効してはいないが、同議定書の原則は、環境に対するある種の計画やプログラム

の影響評価に関するEC指令2001/42/ECの下、欧州共同体で適用されつつある。

17 キエフ議定書の第8条参照

18 キエフ議定書には、自然人および法人、また、国内法あるいは実施慣例に即した連

合、組織ないしはグループを含む「公衆」の幅広い定義についての記載が盛り込ま

れている。

19 オーフス条約の下では、「利害関係のある公衆(public concerned)」とは、環境関

連の意思決定によって影響を受けるか、またはその可能性があるか、またはその決

定に関心を有している公衆のことを指している。環境保護を推進し、国内法の要件

を満たしているNGOは、このような関心を有すると見なされる。

20 オーフス条約の2.5条および3.9条参照



原子力発電の需要増加予測に伴い、ステークホルダーは、公衆の参加に関してこれまで

以上に包括的かつ明確な国際条約に向けてのロビー活動を進める可能性が高い。あるいは、

公衆からの圧力の下で、オーフス条約が全ての種類の原子力情報と全ての種類の原子力活

動を対象にするよう拡張される可能性もあり、さもなければ、エスプー条約とキエフ議定

書が原子力政策や法制度を対象にできるよう拡充される可能性もある。原子力の情報交換

に関する規則のように、原子力情報の分類を様々な国々のステークホルダーと共有できる

よう調和させることが望ましい。

もちろん、この公衆参加アプローチは、ステークホルダーの合意が得られなければ政府

は決定を下すことができないということを言っているのではない。これは、民主主義政府

に与えられた責任の放棄になり、投資家や他のステークホルダーの信頼感にマイナスの影

響を与え、公衆の信用を損なうことになろう。議員らは、ステークホルダーの関与によっ

て、これまで以上に原子力安全や環境政策が効果的に遂行されるようになり、これによっ

て原子力活動に対する公衆の信頼が一層高められるとの認識の下、確立された法的手続き

を通じて、ステークホルダーが益々原子力の意思決定プロセスへの参加権利を得ることが

できるようにする可能性が高い。

原子力エネルギーに関する情報の法的な入手権限を高める動きは、「公開性」と「機密

性」の対象間での対立関係を増長させる可能性がある。「公開性」は、競合相手に関する

商業情報を収集する手段として悪用される可能性があり、原子力運転事業者が情報提供を

避けたり、「機密」指定の情報を益々増やすことに繋がりそうである。セキュリティの観

点から、政府は機微な原子力情報を「悪の」手に渡さないようにしたいと考えている。目

的は、産業界の商業情報を保護する権利を尊重しつつ、市民の福祉を確保する義務と市民

の知る権利を守る義務とを適切に両立させなければならないことにある。

12.3.2 ステークホルダーの参加

原子力安全と放射性廃棄物管理は、公衆から懸念の対象として提起されることが多い。

政府、規制当局、原子炉メーカーおよび電気事業者は、ステークホルダーの参加を効果的

に増やしつつ、考えられるリスクへの取り組みを改善するために多大の努力を払ってきた。

幾つかの国々では現在、地方自治体との協力関係を進めつつある。このような協力関係

は、公式に制定されたものであるかもしれないし、または、事実上確立されたものである

かもしれない。この協力関係プロセスは、実施主体によって着手されたものであるかもし

れないし(ベルギーにおける低中レベル放射性廃棄物処分場の立地の場合)、または、自治体

によって着手されたものであるかもしれない(スウェーデンの高レベル放射性廃棄物処分場

の立地の場合)。各々のケースで、自治体が新たな施設を受け入れることができるような技

術的かつ社会的な条件を評価し、その条件を実現させる最善の方法を検討するために、

様々なステークホルダーが協力する必要があるという点で意見の一致が見られている。実

施主体は、全ての技術的な質問に対応すること、およびその自治体による提案施設に関す

る調査に出資することを承諾している。ベルギーとスウェーデンのプロセスは双方とも、

地方当局にこの協力関係を拒否ないしは取り止める権限を付与することで補強されている。
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安全とセキュリティ

「安全」は複雑な概念である。許容レベルの安全性を達成することは、放射線レベルと

プラント運転に関連した技術的な安全規制の遵守を基本とする。しかし、公衆(およびプ

ラント職員)がこのような基準を信頼することには、暗黙の必要性があることも事実であ

る。したがって、原子力安全は技術的問題でもあり、また社会的な問題でもある。原子力

事象が発生した時、公衆の健康や環境への実際のリスクが極めて低い場合でも、広報災害

(public relations disaster)が発生する可能性がある。原子力事象に関して公衆への伝

達がお粗末であると(特に、運転事業者あるいは規制者の一部に実際の透明性ないしは透

明性に関する認識が欠如していると)、公衆の懸念や不信感を誘発、増長させることが経

験から示されている。

原子力運転事業者および規制当局は、原子力の安全問題に対する迅速で、前向き、かつ

偏りのないコミュニケーションが公衆に安心感を与える上で重要であるということを認識

するようになってきている。これまで以上に世論調査の頻度を多くすることに加えて、規

制者もリスクに対する洞察やその他の健康、安全およびセキュリティ上の問題に関して、

ステークホルダーとコミュニケーションをとる能力を向上させるための指針を策定、導入

しつつある。

NEAの高成長および低成長(第3章参照)の両シナリオによれば、規制当局が受け付ける

原子力発電プラント、核物質施設、および廃棄物の地層処分場の建設・運転に対する許認

可申請はますます増えてくる。しかし、ゼロ成長シナリオでも、規制当局は、原子力施設

の廃止措置、放射性廃棄物処分場の建設、および寿命延長に係る許認可申請を予測してい

る。

原子力安全とステークホルダーの関与の双方に直接関連するこれらシナリオの予測可能

な影響を以下の3つ挙げることができる。

・許認可申請が著しく増加することにより、規制当局は、有効で信頼できる安全監視役と

して活動を続けるため、熟練職員と資源の拡充を余儀なくされる。効率性改善が、原子

力規制当局に対する公衆の信頼性向上につながる。

・申請の増加は、公衆の関心度を高める可能性が高い。したがって、公衆にプロセス、安

全性およびセキュリティ対策だけではなく、コスト、供給セキュリティおよび気候変動

についての情報を提供する必要性も極めて重要な意味を持つことになる。

・現在、原子力エネルギーを利用していない国の中にも、おそらく原子力発電計画を立ち

上げたいと思っている国はあろう(第2章参照)。これらの国々は、その結果、技術的な

安全基準、コミュニケーションおよび公衆の参加に関しては、国際的な原子力界の専門

力と経験に頼ることが必要になろう。

原子力施設の安全運転に関連した原子力安全問題に加えて、不正行為からの防護を意味

するセキュリティが現在の大きな社会的関心になっている。2005年に実施された18カ

国を対象としたIAEAの世論調査では、原子力サイトの防護が不十分であるため、核テロ
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リストの攻撃リスクは高いと確信している回答者が54％で、これに対してそのリスクは

低いと確信している回答者は28％であることが示されている(図12.8)。

2001年9月11日の事件は、多くの人々が「汚い爆弾(dirty bomb)」あるいは航空機

の原子力発電プラントへの直接衝突の可能性に恐れを抱くに至って、公衆の社会不安リス

トでテロリズムを高位にしただけではなく、「核テロリズム」に関する懸念を増幅させた。

これらの認識は、政府からの十分かつ明確な情報とバランスがとれていないことが多いが、

世論において、原子力エネルギーの継続的な利用や新たな原子力発電プラントの建設に対

する反対を正当化する可能性もある。核物質の不正使用に対して認知されている脆弱性

(Traynor、2007年)および特定の核物質の転用リスクがさらにこのような不安を助長さ

せている。世界の原子炉数が増加することがほぼ確実であるとすれば、これらのリスクに

関する公衆の理解を向上させ、以て、核物質のセキュリティや核燃料加工に関連した怖れ

を減じかつ和らげることが必須になる(第9章参照)。

廃棄物

放射性廃棄物管理に関しては、放射性廃棄物の放射能のほとんどが時間とともに減衰す

るという利点を有しているが(第8章参照)、数千年間、有意な放射能を出すため、長期間

の管理を必要とする同位体もある。技術的には、この長寿命は放射性廃棄物に限定された

ものではない。全く劣化せずに無期限の寿命を持つ有害廃棄物もある。

廃棄物処分に関係した科学技術的な問題はこれまでも十分に取り組まれてきたが、高レ

ベル廃棄物用の恒久的な地層処分場はまだ建設されていない。結果的に、放射性廃棄物処

分問題は、原子力エネルギーの公衆受容度に大きな影響を与えるに至っている。2006

年にオーストラリアで実施された世論調査や、2008年に欧州で実施されたものを含む

幾つかの世論調査は、この点を明らかにしている。事実、欧州市民の39%が、放射性廃
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棄物管理に対する恒久的な安全解決策があれば、原子力エネルギーに対する彼らの意見は

変わるであろうと回答している(欧州委員会、2008年)。

核物質あるいは放射性物質が関係する作業と同様、安全な放射性廃棄物管理には、有効

な規制監督、経済的に最適化された技術的アプローチ、および施設の運転・保守の安全性

確保に対する確約が必要になる。これらの条件に基づいた安全性は施設受入に対する義務

と言えるが、(人間の健康と環境を防護するための)安全対策に対する合意は、廃棄物管理

施設の地元での施設受入の合意を得るには十分とは言えない。通常は経済的な類の何らか

の見返りがないと、地域社会がこのような施設の立地を検討することはまずあり得ない。

こうして、奨励および補償パッケージが影響を受ける地域社会に提供されてきた。地元住

民に対して、関係するリスク・レベル、将来世代に対する潜在的影響、および技術的プロ

セスと適切な安全対策を含む、廃棄物管理の全ての側面について十分な情報提供が行われ

る必要がある(Rogersら、2006年)。

ステークホルダーの関与あるいは「民主主義の現実」に関する研究によって、繰り返し

審議プロセスの中で定性性と定量性を組み合わせて、社会的・技術的懸念事項に対する解

決策が提案されてきた。このようなプロセスの構成要素として以下のような事項が挙げら

れよう。

・潜在的リスクに対するステークホルダー自身の懸念を特定し、彼ら自身の社会的価値に

照らしたリスク管理目標を明確化するためのステークホルダーへの機会提供

・ステークホルダーの懸念に対する答えを提供し、意思決定に導くための事実情報の提供

・事実情報を提供する能力を有する個人あるいは組織を特定するためのステークホルダー

間での合意の確立

放射性廃棄物管理へのステークホルダーの関与を今日のレベルにまで到達させるには、

徹底的(かつ時には高価な)努力が必要になった。ステークホルダーの対話、協議型民主主

義(deliberative democracy)、および参加技術評価(participatory technology

assessment)の実験が様々なレベルで行われてきた。

協調連携アプローチ(partnership approach)によって、時を経て、信頼と信用が築き

上げられても、信用を失墜した場合、あるいは対立が生じた場合にはどうしたらよいので

あろうか。多くの条件が満たされれば、ステークホルダーはこのような場合においても関

与することができる。例えば、ステークホルダー間で対話をし易くするため、仲裁あるい

は調停が必要になる可能性もある。その他のケースでも、対立状況からの撤退や新規出直

し(例：新たな場所への廃棄物施設の立地)が必要になるかもしれない。

2050年までにどのようなことが生じるであろうか。現在の社会と技術の両面での協

力傾向が続けば、廃棄物の管理能力に対する信用と信頼の構築が続くことになる。また、

上述のような統合的なアプローチの継続的な活用を通じて、知識と経験が世界的にも伸び

ていくことになる。地域社会は、自分自身を、公正かつ思慮深いプロセスへの積極的かつ

尊重すべき参加者と見なすことになろう。
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インターネットの力

単純な人間の接触や伝統的なコミュニケーション手法の重要性が、ステークホルダーの

対話を検討する状況下で過小評価されてはならない。しかし、国際化がますます進む状況

下で、情報の奔流はかつてないほどに速く、かつ遠くへと動きつつある。ラジオやテレビ

の放送、新聞記事、パンフレットや展示物は全て原子力分野を公衆に対して親しみのある

ものにする役割を果たしているが、インターネットは確実に、主導的なコミュニケーショ

ン・プラットフォームとしての地歩を固めつつある。原子力エネルギー分野の関係者は、

したがって、お互いに、また社会と効果的なコミュニケーションをとることができるよう

にするため、新技術や革新に後れを取らないようプレッシャーに晒されている。

2001年、OECDはE-Government(電子政府)プロジェクトを立ち上げた。このプロ

ジェクトは、政府がそのガバナンスの原則と実践を改善するため、情報技術とコミュニケ

ーション技術をどのようにすれば十分に利用することができるかを探求できるよう設計さ

れている。2002年には、NEA刊行物「社会と原子力エネルギー：より良い理解に向け

て(Society and Nuclear Energy: Towards a Better Understanding)」において、

開かれたガバナンスと信頼を高め、ユーザーに原子力問題に関する情報を提供する強力な

コミュニケーション・ツールとしてインターネットの重要性が強調されている(NEA、

2002年)。

しかしながら、インターネットは、それ以降数年しか経ていないのに、著しく進化して

いる。社会全般に情報を提供する媒体から、今や、オンライン技術を介して、インターネ

ット・ユーザーに権限を与える手段にまでなっている。図12.9に示されているように、

公的機関のホームページ(Webページ)を情報のやりとりをするために(単にホームページ

を閲覧するだけではなく、ダウンロードおよび公式フォームの返送を通じて)利用してい

る人の数は少ないが、急速に増加している。ユーザーは、それが個人の市民であろうが、

原子力産業界、規制者、政府、NGOあるいはその他の団体の構成員であろうが、今や、

ブログ、Wiki21、ポッドキャスト22、ソーシャル・ネットワーク・サイト23、ファイル

共有システム、および仮想世界(バーチャル・ワールド)24を活用することができる。つま

り、インターネットは、プロバイダー(提供者)からユーザーへの単なる一方的な情報の流

れにとどまらず、ますますユーザー間の相互関係構築のプラットフォームになりつつある
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21 Webブラウザから簡単にホームページの発行・編集などが行えるWebコンテンツ管

理システムのことを指す。

22 Apple社のiPodにネットラジオを自動録音して放送を随時聴取できるシステム

23 コミュニティ型のWebサイトで、人と人との間のコミュニケーションを円滑にする

手段や場を提供したり、共通のつながり(趣味や嗜好、仕事等)を通じて新たな人間

関係を構築する場を提供する会員制のサービスのこと。

24 コンピュータ上に構築された現実を模擬した世界。



と言うことができる。これが、OECDが「参加型Web」と呼ぶものである(OECD、

2007b)。

これら新技術を踏まえて、NEAの「ステークホルダーの信頼に関するフォーラム

(Forum on Stakeholder Confidence)」は、2006年にインターネットを使用したコ

ミュニケーションに関するセッションを開催した。このセッションは、多くの原子力分野

関係者が単なるインターネットを用いたコミュニケーションから参加型コミュニケーショ

ンや対話へと動きつつあることを明らかにした。原子力エネルギー関係者は、早急に参加

型Webの知的成果を生かす必要があり、そうすることによって、ステークホルダーの数

と多様性を増やし、専門的知識と議論されない可能性のある課題の対象範囲を収集する必

要がある。このようにして、インターネットは、原子力産業に関連した様々な課題、例え

ば、原子力安全、放射性廃棄物管理、および放射線検出に関する意思決定に適用されるコ

ミュニケーションおよび取り組みツールとして、ますます利用できるようになっている。

このインターネットを活用したステークホルダーの関与は、公衆の参加プロセス全体をよ

り包括的、より効率的、かつより民主的にすることになろう。

多くの規制者は、公衆が直接的に評価できるようそのホームページ上で情報を提供して

おり、これによって、情報の迅速かつ幅広い普及が可能になっている。加えて、NEA、

IAEAおよび世界原子力発電事業者協会(WANO)は、世界の全ての原子力規制者や運転事

業者間での情報共有を容易にするため、重大な原子力安全事象に関するオンライン・デー

タベースを幾つか開設してきた。これらデータベースのほとんどは関係者外には使用制限

がかけられているが、公衆が利用できるものが一つある。原子力事象Webベース・シス

テム(NEWS)は、原子力安全にかかわる事象に関する情報を迅速に提供するためのNEA
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とIAEAによるイニシアチブであり、主として、政府や産業界の各国の専門家向けとなっ

ているが、一般にも公開されている(IAEAおよびNEA、2001年)。

12.4 展　望
本原子力エネルギー・アウトルックのシナリオでは、2050年までに原子力発電の利

用が著しく増加すると予測している。しかしながら、このような増加は、全てのエネルギ

ー・オプションのリスクと便益の更なる理解に基づく政治と公衆の十分な支持を得てはじ

めて招来されるものである。

OECD加盟国およびそれ以外の国々を通じて原子力エネルギーに対する公衆の認識は、

政治的、経済的、社会的に、また環境面で大きな影響を与える可能性がある要素が多いこ

とを考えると、今後も極めて流動的である可能性が高い。また、文化の違いを過小評価す

べきではない。ある国で重要なことも別の国ではそうではないかもしれない。エネルギー

の供給セキュリティおよび気候変動に対する世界的難題は、近い将来の政策協議事項の中

で高い優先度を維持し、原子力エネルギーに対する世論を決する上で、特に影響力が大き

い要素になるものと予想される。

安全性とセキュリティを向上させる原子力技術の進歩は、廃棄物処分に対して満足のい

く解決策の確保を進めつつある間にも、明らかに公衆の認識を大きく変えそうである。第

13章および14章に述べたように、第IV世代原子力技術は、多くの安全性や廃棄物およ

び核拡散問題を軽減する上で有用と考えられる。核融合の商業利用に向けての進歩は、依

然としてこの技術の不確実性は極めて高いものの、その利点を考慮すると、原子力エネル

ギーをさらに受容度の高いものにする可能性もある。

しかし、世界のエネルギー関係の難題と新技術の公衆の認識への影響の及ぼし方を予測

することは、依然として極めて不確実な課題である。政策立案者と原子力エネルギーの関

係者は、原子力エネルギーをどの程度利用すべきかを決める意思決定に社会が参加できる

よう、ステークホルダーの関与の強化に向けて努力する必要がある。良好なガバナンスの

実現に向けてのこの動きは、法的枠組みの改善、ならびにステークホルダーとの対話、コ

ミュニケーション、透明性および公衆の理解の促進を図る努力という形で、多くの

OECD加盟国において目立ってきている。

良好なガバナンス原則の実行は、社会が世界のエネルギー関係の難題の影響を直接肌で

感じるようになるにつれて、ますますOECD加盟国において重要になる。効果的に実施

されれば、政府および原子力産業界の関係者に対する公衆の信頼は高められることが期待

できる。同様に、エネルギー・ミックス全体の中で原子力エネルギーが果たし得る役割に

関して公衆の理解が生まれることによっても、公衆の信頼度は一層高められる。つまり、

これらの動きは、社会それ自体が貴重な関係者であるあらゆる原子力エネルギー関係者間

での、十分に情報が提供された、ますます民主的な対話の実施へとつながるに違いない。
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パート IV 技術開発





第13章　新型原子炉



キーポイント

新型軽水炉(LWR)

・原子力技術にはいくつかの世代が存在する。現在稼動している大部分のプラントは第II

世代の原子炉である。今日利用できる新型原子炉は第III世代と第III世代プラスに当たり、

第IV世代は2030年以降の実用化を目指して開発されているところである。

・今日の原子力発電所のおよそ8割は第II世代の軽水炉であり、これらは今世紀の半ばま

で原子力発電の主流を占める。

・将来の軽水炉は第III世代プラスとなると見込まれており、すでに4基が運転しており数

基が建設中。この炉は第II世代軽水炉と比べて、安全性が向上し経済性も高い。

水素生産可能の新型高温炉

・第III世代プラスの高温ガス冷却炉は、輸送用の水素生産やプロセス熱を利用する他の産

業向けに十分な高温を作ることができる。この炉は2020年以降に商業化されるであ

ろう。

・輸入石油への依存を減らすべく、核熱利用による水素製造のための研究開発投資が世界

的に十分に行われており、2020年ごろの商業化が期待される。

第IV世代エネルギーシステム

・第IV世代エネルギーシステムについては、重要な国際協力が進められている。少なくと

も三つの計画が進行中であり、安全性、持続可能性、経済性、核拡散抵抗性を備えた原

子力技術の利用を目指している。三つの計画とは、NEAが国際技術事務局を務める

「第IV世代原子炉に関わる国際フォーラム(GIF)」、米国指導の「国際原子力エネルギー

パートナーシップ(GNEP)」とIAEA主導の「新型原子炉ならびに燃料サイクル国際プ

ロジェクト(INPRO)」である。

・GIFでは、燃料サイクルを含む6つのシステムが研究開発対象として選定されている。

その多くは、閉じた燃料サイクルと組み合わされた高速炉である。

小型炉(30万kＷ以下)と中型炉(30から70万kW)

・多くのOECD諸国では100～160万kＷ級の原子炉が必要とされているが、配電網が

小規模な地域や地勢的に孤立した地域において、特に熱や水の供給も併せて行う場合に

は、中小型炉が重要な発電源となりうる。

・多くの中小型炉用デザインが開発されており、その約半数は、資本費を抑え、核不拡散

の保障を容易にするために、オン･サイトでの燃料交換機能を持たないこととしている。

中小型炉は固有で静的な方法で高い安全性を達成しており、原子力の経験に乏しい国々

にとっては特に有用である。しかしながら中小型炉技術は商業的には未だ確立していな

い。
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核融合

・人工的に核融合を実現する技術は、わずか数秒ではあるものの達成されている。その技

術は本質的に核分裂に比べてはるかに複雑であり、その経済性も極めて不透明である。

核融合による商業的発電は少なくとも今世紀後半まではほぼ有り得ない。

・50億ユーロに達する国際熱核実験炉(ITER)プロジェクトの建設サイトとして、フラン

スのカダラッシュが選ばれた。

13.1 はじめに
新型炉とは第III世代、第III世代プラス、第IV世代に相当する原子炉である。これを説明

するために、本章では始めに原子炉を世代によって分類し、ついで第III世代と第III世代プ

ラスのシステム(何基かはすでに運転あるいは建設中)の概要を紹介する。これらは次の

50年間、原子力発電の中核を担うと期待されている。2030年からの利用が期待される

第IV世代原子炉システムの開発については、核物質防護と核拡散抵抗性を強化しつつ、非

炭素系の原子力エネルギーの利用拡大を狙って、幅広い国際協力が実施されている。これ

らの計画は13.4節で議論する。

典型的な原子炉のサイズは、過去半世紀の間に、5万kW級の原型炉から現在ヨーロッ

パで建設中の160万kWにまで大きくなっているが、大規模な配電網がない国々では、最

新の小型ないし中型の炉が適当ではないかと考えられている。これについては、13.5節

で議論する。

今日、原子力エネルギーはほとんどすべて発電に使われている。しかし、原子力エネル

ギー利用では熱を生じており、それは淡水化、地域暖房、さらに重要なものとして水素生

産に利用可能である。核熱の産業利用は、原子力エネルギーに関わる議論の中で最も広範

に渡るものであり、13.6節で論じられる。

最後に13.7節で核融合について概観し、現在までの進展と商用化へのロードマップを

紹介する。

13.2 原子炉の世代
｢新型炉｣とは何か、現在稼動中の原子力発電プラントとどう関係しているのか？原子炉

はその世代によって、ある程度分類可能である。

・第I世代とは原型炉や1950～60年代に開発された初期の商用炉で、現存しているの

はごくわずかである。

・第II世代は1970～80年代に商用発電炉として建設され、大部分は、ほぼ同じような

設計に基づいている。その多くは今日でも運転しており、多くの典型的な例では60年

の寿命延長申請を伴っている。

・第III世代は1990年代に開発され、安全性や経済的な利点を有する数々の進歩的な原子
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炉である。第III世代プラス炉は最近開発されているもので、より多くの進んだ特性を有

している。第III世代および第III世代IIIプラスの原子炉は、現在のところ少数が建設され

ているのみである。

・第IV世代は、廃棄物の最少化と核物質防護・核拡散抵抗性の向上を図りつつ、安全性と

経済性を一層強化した特性を持っている。国際的な共同計画によると、2030年まで

の商業的利用を目標としている。

本章では一般的に高度な原子炉システムとみなされている第III世代，第III世代プラスお

よび第IV世代を扱う。現在運転中の主要なプラントの大部分は第II世代であり、補遺5で

説明する。

13.1図は、種々の世代の原子炉間の関係について、第IV世代国際フォーラムによる見

方を示したものである。

今日運転中の第II世代プラントの内、およそ8割は減速材と冷却材ともに通常の水(軽水)

を使っている。それ以外の原子炉は減速材と冷却材として重水を使っており、これらは主

にカナダとインドにある。第II世代のガス冷却炉18基はすべて英国で運転されている。

LWRは今世紀中ごろまで原子力発電の主流であり続けると考えられている。2010年

から20年にかけて、第III世代およびIIIプラス世代(13.3節で説明する)の採用により原子

力発電が顕著に拡大する可能性がある。この世代のプラントは既に日本では運転中であり、

またいくつかのプラントが台湾と欧州で建設中である。これらのプラントは現行の第II世
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代軽水炉に比べて安全性と経済性の改善を達成している。

高温ガス冷却炉の開発に対して、再び関心が高まっている。この炉型は、非常に高温な

冷却材(ヘリウム)を用いて運転されることから、ガスタービンを直接駆動できる。加えて、

この高温をプロセス用の熱として供給し、例えば水素を生産する事も可能である。高温ガ

ス冷却炉は軽水炉と比べていくつかの優れた固有の安全性と高い熱効率を有している。第

III世代プラスのガス冷却炉は、次の10年間のうちには利用可能になると期待されている。

高速炉は、過去において大型の原型炉まで開発されたが、商業的な利用には至っていな

い。増殖炉として活用できることから新たな関心が寄せられている。増殖炉では、消費す

る以上に燃料が生産され、その結果ウラン1トンあたりの利用可能エネルギーが大幅に増

大することとなる。また、最終処分される廃棄物の放射能量を大幅に削減できる可能性が

ある。商用高速炉は第IV世代となる。

第IV世代新型炉の設計上の重要な特徴は、核拡散抵抗性の改善とテロの脅威に対する核

物質防護性の向上(PR&PP)である。世界的な協力の下に現在設計開発がなさている将来

型の原子炉は、兵器として使える物質の転用や盗用に対して魅力を有しない、少なくとも

望ましくない特性を持ち、テロの行為に対して核物質防護が強化されたものとなる。

13.3 第III世代および第III世代プラス原子炉
今日世界で運転している原子炉の大多数は第II世代の設計である。第III世代の原子炉は

第II世代炉をベースに、燃料技術の改良、安全系の強化や標準設計の漸進的な改良を盛り

込んでおり、建設費と運転費の低下につながっている。第III世代プラス炉は第III世代の延

長で、追加的な、時には革新的な改良と受動的な安全特性を有している。これらの設計で

は、とりわけ想定外事象の場合でも、動的制御機器を使わずに原子炉を安全な状態に維持

できるとしている。

第III世代と第III世代プラスの違いは明確ではなく、最初の許認可や建設時期により区分

する場合がある。NEAとしてはこれらを、設計の改良によって、大量の放射性物質をサ

イト外放出する事故の可能性が、サイト外の緊急時計画を要しないまでに低減されている

かどうかで区別してはどうかと考えている。第III世代ならびに第III世代プラスのプラント

の例を以下に示す。

ジェネラル･エレクトリック、日立、東芝のABWRとESBWR

ジェネラル・エレクトリック、日立、東芝の改良沸騰水型炉(ABWR)は、再循環ポンプ

を内蔵(原子炉圧力容器内)し、大口径の再循環配管を不要としている。出力は約135万

kWである。4基のABWRが日本で稼動しており、わずか46カ月で建設されたものもあ

る。別の2基が台湾で2009年か2010年に完成予定で、もう1基が2008年に日本で建

設開始されている。経済的簡素化沸騰水型原子炉(ESBWR)は、より受動的な特性を取り

込んでいる。異常事象では炉心は凝縮器によって冷やされるが、これは圧力容器あるいは

格納容器の蒸気が凝縮後に自然循環によりその熱を水プールに逃がし、その後再び容器に
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もどることによる。原子炉は155万kWの電気出力を有し、米国内ではNRC設計認証の

審査段階にある。米国の電力2社はすでに統一建設運転許可申請(COL)を提出している。

アレバNP EPR(欧州加圧水型炉)

欧州加圧水型炉は、米国向けには「進化型」加圧水型発電炉とも呼ばれ、アレバNP1

により設計・開発された。2008年5月段階で2基が建設中(1基はフィンランド、もう1

基はフランス)である。また別の2基が中国の第10期経済計画内で計画されていて、

2009年に建設開始の予定である。EPRの設計は、それ以前のPWRに進化的な改良を加

え、電気出力を160万kWに増強したものである。米国電力１社が2008年春にUS-EPR

のCOLを提出し、他電力も追随すると表明している。この炉は2007年12月以来、米国

原子力規制委員会(US NRC)の設計認証審査段階にある。

ウェスティングハウス　AP1000

ウェスティングハウス社のAP600 PWRは、US NRCの最終設計認証を1999年に受

けた最初の次世代原子炉であり、2006年にはより大型のAP1000に引き継がれた。

AP1000は2ループで電気出力111万7千kWのPWRである。設計は既存技術を活用し

たものであるが、第II世代PWRと比べて機器数を大幅に減らしている。2007年春、中

国国家核公司は4基のAP1000を契約した。2008年3月末の時点では、5つの米国電力

がAP1000のCOLを提出し、うち2つのEPC(エンジニアリング、機器手当て、建設)契

約がなされている。

AECL ACR-1000

カナダ原子力エネルギー社(AECL)は、改良型CANDU炉(ACR-1000)(120万kWの

重水炉)を開発している。2016年からの供用を目指して、カナダ規制当局の広範な事前

認可審査を受けている。ACR-1000は従来のCANDUとは異なり、重水ではなく軽水を

冷却材としている。この結果、重水清浄と回収系のシステム数が少なくなり、格納容器大

気浄化系も簡素化された。重水は減速材として保持され、低い温度と圧力で作動している。

低濃縮ウラン燃料を使うことが既存のCANDUとの違いで、これにより、はるかに大きな

エネルギーをウランから取り出すことができる。またこの炉は混合ウラン/プルトニウム

酸化物(MOX)とトリウムを燃料とすることができる。従来炉と同じように、改良型

CANDUでは運転中の燃料交換が可能で、原子炉建屋やプラントは運転中保守のための立

ち入りが可能である。
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13.4 新型原子炉についての国際協力
世界中で数多くの原子炉開発が進められており、限られた研究開発資源を活用して最大

限の成果を得るには、緊密な国際協力が求められることは明らかである。少なくとも次の

三つの計画が国際的に進行している：

・第IV世代原子炉に関する国際フォーラム(GIF)

・国際原子力エネルギーパートナーシップ(GNEP)

・新型原子炉および燃料サイクルについての国際プロジェクト(INPRO)

GIFとGNEPは将来のプラントのための先進的な原子炉を開発する目的があるが、

INPROは技術の保有者とその技術の利用者を集めて、原子炉と燃料サイクルの革新に必

要な国際的活動を協議する場である。加えて小型および中型炉の開発についての重要な国

際協力もあり、そこでは送電網が十分でない国々での適用が考えられている。ここではこ

れらの計画の狙いを述べる。

13.4.1 第IV世代原子炉に関する国際フォーラム(GIF)

13の国と機関－アルゼンチン、ブラジル、カナダ、中国、ユーラトム、フランス、日

本、韓国、ロシア、南アフリカ、スイス、英国と米国－は第IV世代原子炉に関する国際フ

ォーラムを結成し、その国際技術事務局をNEAが務めている。このフォーラムは、経済

的な競争力を有する安定したエネルギー源の提供と、安全性の向上、放射性廃棄物の最少

化および核物質防護と核拡散抵抗性の強化といった課題に十分に対応する将来の原子力エ

ネルギーシステムを開発することを目的としている。第IV世代システムは様々な国々と利

用者のニーズに対応することを意図している。

GIFは、その第一段階として、原子力エネルギーコンセプトについて総合的な評価を行

い、もっとも可能性の高い第IV世代原子力エネルギーシステムの候補を選定した。第IV

世代原子力エネルギーシステム技術ロードマップ(NERAC/GIF、2002a)と題する報告

書でこの評価プロセスが述べられており、2002年に選択された6つのコンセプトが提示

されている。これらのシステムについて、産業規模での実証の前に、科学的かつ技術的な

可能性とその性能を評価するための詳細な研究開発計画が作成されている。GIFのメンバ

ーは、これらのコンセプトを開発することによって、世界全体で原子力エネルギーを利用

による長期的な利益が得られると考えている。ここでの「システム」とは、原子炉と燃料

サイクル全体の両方を意味している。燃料サイクル全体の評価は、特にPR&PP上の特性

を評価する上で重要である。

2002年に選ばれた第IV世代システムは:

・超高温炉(VHTR)：黒鉛減速、ヘリウム冷却炉でワンス・スルーのウラン燃料サイクル

・超臨界水冷却炉(SCWR)：高温高圧の水冷却炉で、水の臨界点以上で運転

・ガス冷却高速炉(GFR)：高速中性子、ヘリウム冷却炉で閉じた燃料サイクル
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・鉛冷却高速炉(LFR)：高速中性子、鉛あるいは鉛ビスマス共融金属冷却炉。閉じた燃料

サイクルでウランを効率よく転換、アクチニドも扱える

・ナトリウム冷却高速炉(SFR)：高速中性子、ナトリウム冷却炉。閉じた燃料サイクルに

より、アクチニドの効率的な取り扱いとウランの高度な利用が可能

・溶融塩炉(MSR)：溶融塩燃料混合物を循環させながら核分裂エネルギーを発生させる。

熱外中性子炉では全てのアクチニドがリサイクル可能である。

現在のところ、技術的な評価(ロードマップ)段階から詳細研究開発計画の実施へと焦点

が移ってきている(GIF、2008)。

米国上院予算委員会は、2006年エネルギー省に対して、高速炉技術を優先開発事項

とするよう奨励し、高速炉技術開発の進展に関する報告書を求め、これを受けて米国第IV

世代高速炉戦略が2006年に発行された(US DOE、2006)。これには、技術的な成熟

度と運転経験に基づくGFR、LFR、SFRの比較分析が含まれており、その結果、SFRが

近い将来の高速炉実現にとって最も可能性のあるものとして選択された。世界的に見ると、

大型のSFR原型炉が建設された経験があり、現在2基がフランスとロシアで運転中で、1

基が日本で2008年末に運転再開予定である。

新型炉設計の重要な側面のひとつは、核拡散抵抗性とテロの攻撃に対する核物質防護

(PR&PP)の強化である。GIFにおける核拡散抵抗性と核物質防護の目標は、次のとおり

である：第IV世代原子力システムは「兵器として使える物質の転用と盗用に対して魅力を

有しない、少なくとも望ましくない特性を持ち、テロの行為に対して核物質防護が強化さ

れているという保証がより強化されている」(GIF、2006)。核拡散抵抗性とは、核兵器

あるいは核爆発装置を所有しようとする国家による、申告された物質の(密かなあるいは

公然の)転用や、申告された施設の悪用、あるいは秘密の施設の(密かなあるいは公然の)

建設を妨げることを目的としている。核物質防護とは、テロ組織による核爆発物や放射性

物質をばら撒く装置に適した核物質が盗用されるのを防いだり、輸送、施設が破壊行為を

受けるのを防ぐことを目的にしている。第IV世代システムは、核拡散の脅威に対する抵抗

性と、破壊行為やテロの脅威に対する堅固さの両方が強化されるように設計される。

13.4.2 国際原子力エネルギーパートナーシップ

2006年2月、米国は国際原子力エネルギーパートナーシップ(GNEP)を発足させた。

これは、核拡散の危険性を防ぎつつ増大する電力需要を満たし、経済的で炭素フリーな原

子力エネルギー利用を全世界で拡大しようとするものである。すべての国の原子力発電プ

ラントに核燃料を妥当な価格で安定して供給することが、多くの国々での濃縮や再処理能

力を開発する必要性を無くさせる最良のアプローチであるという考えに基づいている。

既存の安定的かつ先進的な原子力技術を有する国々が、燃料サービス ―新燃料の供給

と使用済燃料の引き取り― を、発電目的のみに原子力エネルギーを利用することに合意

した国々に提供することにより、この目的は達成される。GNEPで考えられている閉じ

た燃料サイクルには、長寿命超ウラン元素のリサイクルと燃焼を可能にする技術の開発と
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実用化が必要である。

GNEPは、使用済燃料の扱い方法を根本的に変えるために鍵となる技術の実証を伴う

ことになる。そのため、エネルギー･セキュリティを安全で環境に優しい方法で強化する

と共に核不拡散性を高めるリサイクル技術の開発を行っており、次の目的を有する:

・持続可能、かつ原子力発電プラントが安全に運転され廃棄物管理が適切に行われた上で、

増大するエネルギー需要に対応するために原子力発電を拡大する。

・国際原子力機関と協力して、原子力エネルギーシステムが平和目的のみに使われるよう

にするため、核物質と施設を効率的・効果的に監視する保障措置の強化を継続して行う。

・開発を促進する国際供給の枠組みを設立し、機微な燃料サイクル技術の獲得に対する実

行可能な代替案を作ることによって、核拡散リスクを低減する。

・回収された使用済燃料からの超ウラン元素を燃焼する改良高速炉を開発・実証し、そし

て適時に導入する。

・開発途上国とその地域の電力網に適した改良型の、より核拡散抵抗性のある原子力発電

炉の開発を促進する。

・使用済燃料のより進んだリサイクル技術を開発し、実証する。長期的な目標としてプル

トニウムの単体分離を停止し、最終的には民生用分離プルトニウムを消滅させる。

・価値のある使用済燃料からエネルギーを最大限、確実に回収し、米国において必要な地

層廃棄物処分場の数を今世紀中に１つに減らす。

2008年6月の段階では、米国と共にGNEPに加わった国々は、オーストラリア、ブル

ガリア、カナダ、中国、フランス、ガーナ、ハンガリー、イタリア、日本、カザフスタン、

韓国、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、セネガル、スロベニア、ウクライ

ナと英国である。GNEPの概念を図13.2に示す。
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米国主導のGNEPとGIFの関係について、米国エネルギー省は次のように説明している:

GNEPはGIFの役割と共通した点がある。しかしGNEPは、GIFの主要な目標である長

期の持続可能性や経済性というより、廃棄物と不拡散に焦点を当てている。加えて、

GNEPのスケジュールは短期的であり、どこであっても利用可能な技術を使うのに対し、

GIFは本質的に先進技術を開発するため、必然的に長期の時間軸を想定している。

GNEPにとって最大の技術目標は、核拡散の機会を減ずるのに有用な長寿命アクチニ

ドを扱うのに必要な先進燃焼炉(ABR)用のリサイクル可能な燃料の開発である。GNEP

はまた長寿命炉心の小型モジュラー炉を必要としている。GIFは、核不拡散にとって重要

な研究開発、特にABRに適用できるナトリウム冷却高速炉技術の改良や、すでに多くの

概念が存在する長寿命炉心の小型モジュラー炉の供給についての協力を通して、GNEP

の目標を支援することができる。

(サヴェージ、2006)

13.4.3 新型原子炉と燃料サイクルについての国際プロジェクト

INPROは国際原子力機関のもとで運営されている。その目的は21世紀の世界のエネル

ギー需要にこたえるべく、技術の所有者とその技術の利用者が共同して、安全で経済的な

核拡散抵抗性のある原子力技術の利用を支援することにある。そうすることによって、望

ましい先進的な原子炉と燃料サイクルを獲得するのに要する国際協力ならびにそれぞれの
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図13.2　国際原子力エネルギーパートナーシップのプロセス

出典：米国エネルギー省(DOE：2008)



国の開発をともに考えることができる。2007年12月現在、次の28の国と機関が

INPROに加盟している:アルゼンチン、アルメニア、ベラルーシ、ブラジル、ブルガリア、

カナダ、地理、中国、チェコ、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、カザフ

スタン、韓国、モロッコ、オランダ、パキスタン、ロシア、スロバキア、南アフリカ、ス

ペイン、スイス、トルコ、ウクライナ、米国と欧州委員会。

INPROの使命は:

・先進国と途上国の専門家や政策担当者が、原子力計画の技術、経済、環境、核拡散抵抗

や社会的な側面、さらに21世紀における「先進的原子力エネルギーシステム(INS)」

の開発と実現を議論できるフォーラムを提供する。

・INSを評価する方法を開発し、それぞれの評価について提言をまとめる(IAEA、

2003)。

・世界ならびに地域、国の規模で、エネルギー需要を持続可能な方法で満たすINSの役割

と構造を分析する(IAEA、2004)。

・INSの開発と実現のための国際協力の調整を手助けする(IAEA、2007)。

・INSに関心のある途上国のニーズに特に注目する。

本プロジェクトは参加国からの専門家よりなる「国際調整グループ(ICG)」によって調

整・運営されており、ICGは、各国ならびに、NEAやGIFの国際的な関係者からの意見を

求め、協議を行っている。

13.5 中小型原子力発電プラント
世界のエネルギー需要については大幅に増大すると予想されているが、その主たる要因

は、今日の途上国の人口増大と経済拡大である。現在の原子炉設計の多くは100～170

万kWという大出力のものである。例外は、途上国であるインドでは国産型20万～49万

kW級の加圧重水炉を導入して成功している。大型炉は多くの途上国や地勢的に孤立した

地域など、他の地域との連携が限定的で電力網の容量が限られている地域には適さない。

ロシアの3分の2の地域は電力網から孤立しており、今後数十年はこの状態が続くと考え

られる。世界的には電力網と繋がれる見込みの無い地域が数千箇所あると考えられる。加

えて、現在の原子力発電プラントは化石燃料発電プラントに比べて資本費が大きい。

世界的には60種類を超える中小型炉(SMR)が設計されている(IAEA、2007b)。しか

しいずれも商業的には未だ成立していないことに注意すべきである。IAEAは30万kW以

下を小型炉、30万から70万kWを中型炉と分類している。これらは2010年から2030

年の間に導入されると期待されている。原子炉システムが有する大きさと複雑さが低減さ

れているために資本費が少なくて済み(ただし発電量あたりの費用は概して大きくなる

が)、また建設期間が短くてすむ。この点は資金が乏しい途上国では特に重要となる。

SMRには需要増にあわせて原子炉を増やせるという柔軟性がある。いくつかのSMRでは、

比出力(原子炉の体積あたりの出力)が小さく、安全性と信頼性を向上させつつ、プラント
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の簡素化を図ることが可能となっている。原子力経験に乏しい国々にとってこれは特に望

ましく、また多くの国々で人口中心地域近くに建設できることから、長い送電線の必要性

が低減される。またSMRは、多くの国々において、淡水化、地域熱供給やさらには水素

生産のようなエネルギー需要に応える原子力の非電力利用形態の一つとなる。

SMRの設計者は固有かつ静的な安全性、たとえば大変小さい反応度余裕などを目指し

ている(IAEA、2005)。現在検討中の多くの水冷却SMRは圧力容器の中に1次系を組み

込んでいる。

構想されているSMRの半数は、発電所での燃料交換を行わない設計となっている

(IAEA,2007b)。これらのSMRは製造工場で燃料を装荷する。他の設計例では、炉メー

カーによる燃料サービスと、燃料交換間隔を長くすることが検討されている。現在の炉設

計でも、出力密度を下げたり、高濃縮度と可燃毒物(burnable poison)を使って燃料交換

頻度を落とすことは可能である。高濃縮の代わりに炉心の外(ただし圧力容器内)に新燃料

粒子あるいはペブル(小球)をおき、反応度減少を補いながら徐々に炉心に動かすという設

計もある。発電所での燃料交換が必要ないSMRの利点は、運転者にとっては、使用済み

燃料や放射性廃棄物の責任が低減されることと、国際社会に対する核不拡散の保証が容易

になることにある。燃料交換を要しないSMRは、世界の中で数箇所に集中された未来の

燃料サイクル施設と共存可能となろう。計量検査は国際保障措置の監視のもとで、輸送な

らびに運転中に、全炉心に対して実施されることになる。

近い将来の実用化を目標としている中小型炉の例を以下に示す。

Eskom PBMR 

南アフリカ共和国のPBMR(「pebble bed modular reactor (ペブル･ベッド型モジュ

ラー炉)」の頭文字)は電力会社であるEskomが率いるコンソーシアムによって開発され

ており、16万5千kWである。PBMRは、900℃ヘリウムを冷却材として使った直接サ

イクルガスタービン発電機により、熱効率は約41％となる。60mm径の45万個の燃料

ぺブルは原子炉内を連続的に通過し、それぞれのぺブルは平均で6カ月間、約6回炉心を

通った後に燃え尽きる。運転中に稼動する燃料再装荷システムが高い設備利用率をもたら

している。出力密度は軽水炉の約10分の1で、冷却材の循環が停止した場合でも、原子

炉が停止するまでの温度上昇に耐えられる固有の安全性を有している。

原型炉は2014年に送電を開始すると期待されていて、南アフリカ公共事業相は20基

から30基を連続して建設すると表明している。南アフリカ政府はすでにプロジェクト用

の初期投資資金を用意していて、いくつかの主要機器は発注されている。PBMR用燃料

製造パイロットプラント建設に関係する契約が最近なされた。

IRIS

IRIS(「international reactor innovative and secure (先進的かつ安全な国際炉)」

の英語の頭文字)は小型PWRで冷却系と炉を一体としており、蒸気発生器、加圧器、制御

棒駆動機構(CRDM)と冷却材ポンプのすべてが原子炉圧力容器内に収められている。これ
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によって、普通のPWRに比べて出力の割に大きな圧力容器となっている。炉出力は未だ

設定されていないが、電力送配電網が弱い国々で利用するために開発されている。ウェス

チングハウス社が率いる、ブラジル、クロアチア、日本、イタリア、リトアニア、メキシ

コ、ロシア、スペイン、英国、米国の21の企業と大学からなる連合体によって設計され

た。一体型の概念と圧力容器の形状は、冷却材喪失事故の影響を低減するように設計され

ている。IRISは、最終的には一炉心で8年間運転でき、48ヶ月の保全周期、95％以上の

設備利用率が可能としている。米国において、認可のための予備審査の段階にある。

SMART

韓国のSMART(「system integrated modular advanced reactor (システム統合

型先進モジュラー炉)」の頭文字)は、もうひとつの一体型設計で蒸気発生器と冷却材ポン

プは圧力容器内にあり、したがって機器をつなぐ1次系配管が必要ない。原子炉は完全に

工場生産され3年以下の建設期間と見積もられている。寿命は60年としている。韓国と

インドネシア、IAEAによる国際協力により、インドネシアにおける淡水化プラント建設

の経済的な実現可能性が検討された。2基のSMARTで20万kWの電気と1日あたり4万

立方メートルの飲料水が供給されると見込まれる。実証炉により原子炉と淡水化プラント

の統合性能を確証しようとしており、2018年のインドネシアでの商用炉の稼動開始が

期待されている。

KLT-40S

世界初の水上原子力発電プラントの建設は、KLT-40型(kontejnerovoz ledokol

tanker タンカー型)のPWR設計に基づき、2006年4月にロシアのセベロドビンスクで

始まった。このプラントは確証済みの砕氷技術に基づく3万5千kWの原子炉2基を備え、

建設期間は5年とされている(IAEA,1998a)。推進力はないため設置場所まで曳航され、

12年ごとに製造工場に保全のために戻される。電気と熱をいろいろな組み合わせで供給

でき、飲料水生産にも使うことができる。燃料交換を要しない原子炉も設計中だが、現在

建設中のものは毎年燃料を交換するもので、2基によって連続運転を可能としている。ロ

シア北方および類似の地域特有のエネルギー供給問題に、最小の支出で効果的に対応する

という考え方である(Kostinほか、2007)

CAREM

アルゼンチンのCAREM(central Argentina de elementos modulars)も炉内

CRDMを備えた一体型PWRの例で、建設サイトでの燃料交換をしない長寿命炉心を目指

している。CAREMは、公式の許認可手続きの準備段階にある。

4S

東芝の「スーパーセーフ、スモール、シンプル」(4S)は非常に小型のナトリウム冷却

炉(1万kWｅ)を30年の設計寿命期間中は燃料交換をせずに運転するもので、僻地におい

ては経済的に成立しうる。米国アラスカ州の町、ガリーナは、東芝が4S炉の建設調査を
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行うことに対し、初めて許可を与えた。

13.6 原子力システムによる熱の産業利用
「気候変動についての政府間パネル(IPCC)」は、原子力は今日、全1次エネルギーの

6％を供給しているが、将来非炭素系の熱および発電システムとしてより大きな貢献がで

きると示唆している(IPCC,2007)。今までのところ、原子力はほとんど大部分発電に利

用されており、原子炉の熱の1％以下が発電以外に利用されているに過ぎない。しかし潜

在的な用途およびそれがどの程度のものとなるかが、発電用としての拡大と同様に、未来

の原子力エネルギー計画に影響することになる。規模は小さいがすでに二つの核熱の産業

利用、すなわち地域熱供給と海水淡水化が存在する。その他の潜在的ながら重要な利用分

野としては、燃料合成、特に輸送用の水素生産がある。

現在、世界の1次エネルギーの約40％が発電に使われ、残りは主に輸送と、家庭と産

業用の熱に使われている。2004年には、発電により10GtのCO2が発生しており

(IPCC,2007),これは人類起源のCO2排出の27％以上を占める。2004年の道路輸送は

世界の人類起源CO2の約13％をもたらした。発電と非電力利用、特に水素経済のために

原子力利用を増大させることは、将来数十年以上にわたってCO2排出低減を図る上で重

要な役割を果たすのは明らかである。

大規模な熱供給網は存在しないことから、中小のモジュラー炉が核熱の産業利用にはよ

り適していると考えられる。発電と産業用熱利用のコジェネレーションによる利用があり

えそうである。コジェネレーションは新しい考えではなく、初期の商用炉は電気と同様に

熱を供給するために使われていた。コルダーホールにあった英国の最初の原子炉は、電力

生産だけではなく、1956年当時、核燃料再処理工場に熱を供給していた。スウェーデ

ンのエゲスタは、1963年ストックホルム郊外の地域暖房用の温水を供給していた。旧

ソ連の世界初の発電炉は、1954年、モスクワ近くのオブニンスク市に電気と熱を供給

していた。産業用熱利用に必要となる温度レベルを表13.1に示す。
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表13.1　工業熱利用に要する温度

プロセス 適する温度範囲（℃）

家庭およびビル暖房
淡水化
紙パルプ生産
石油精製
オイルシェールとオイルサンド処理
直接還元製鉄
熱化学反応水素生産
セメント製造
ガラス製造

100-170
100-130
200-400
300-400
300-600
500-1,000
600-1,000
1,100-1,600
1,300-1,600

出展：NERAC/GIFにおけるデータに基づく(2002b)



2004年の産業分野におけるエネルギー利用の約85％は、鉄鋼、非鉄金属、化学肥料、

石油精製、鉱業(セメント、石膏、ガラスと陶器)および紙･パルプといったエネルギー多

消費産業によるものであった。全世界におけるCO2排出に関する信頼し得るデータ

(IPCC,2007)によれば、鉄鋼業(全排出の6％)、セメント(5％)、紙パルプ(1％)、非鉄

金属(1％)となっているが、化学と石油精製については活動が多岐にわたり、また複雑で

あることからデータは記載されていない。

13.6.1 現在および将来の原子炉の温度に関する可能性

核熱を産業用に利用するためには、必要とされる温度領域で利用できなければならない

(表13.1)。水冷却炉の冷却材出口温度は約300℃であるので、地域熱供給や淡水化が大

規模かつ現実的な現時点での利用方法となる。当面、高温ガス炉(HTGR)が、セメントや

ガラスのようにより高温を必要とする産業を除く大部分の産業利用に適する温度を供給で

きる最も有望な候補である。PBMRのようなHTGRは約850℃の熱を発生するが、

1000度以上のガス出口温度の第IV世代炉も考えられている(NERAC/GIF,2002b)。こ

れらのガスタービン発電による熱効率はそれぞれ48％、60％と期待されている。

HTGRは新しいものではない。米国のピーチボトムとフォートセントブレイン、ドイ

ツのトリウム高温炉(THTR)は、約750℃で熱効率約40％のHTGRであった。特にフォ

ートセントブレイン炉は、電気事業者が運転する大型の発電炉であった。これらは発電の

ためにガスタービンではなく蒸気タービンを使用していたため、750℃以上の冷却材出

口温度を必要としなかった。現在、短期間での実用化が考えられている商用HTGRの設

計では、主に金属機器の高温特性のために温度は約850℃に抑えられている。

今日、HTGRは中国と日本で運転されている。日本は3万kWのブロック型炉心の

HTGRを持っている。この炉は2001年に出口冷却材温度850℃となり、数運転サイク

ルの後、2004年に950度を達成した。中国では1万kWのPBMR(HTR-10)が2000年

に稼動した。2003年に全出力となり、950℃までの出口温度としている。当初HTR-

10は蒸気タービンと繋げる計画であったが、950℃まで上げてガスタービン駆動とする

計画がある。

HTR-10と日本のHTGRは固有安全性の試験を成功させている。この二つの試験炉は、

主にこの十年内に期待される産業用熱利用を意図している。その最初の利用形態は原子力

による水素生産である。

ピーチボトム、フォートセントブレイン、ドイツのTHTRおよび南アフリカのPBMR

開発計画での経験は、多くの産業で必要とされる高温熱を生産できる商用炉を建設する技

術獲得が短期間で可能になることを示唆している。

以上をまとめると、現在の水冷却炉は、地域熱供給と海水淡水化に使うことができ、産

業用の熱を生産できるHTGRは今後20年以内に建設されることになろう。今世紀半ばの

時点でどの程度直接的な熱利用が行われているかは、熱輸送の経済性、CO2排出削減へ

の国際的圧力、輸入石油への依存を減らしたいとする国家の願望によって決まるであろう。
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13.6.2 原子力による淡水化

世界の5分の1の人々は安全な水を確保できず、5分の3の人々は水不足のために適正

な衛生状態が得られないといわれる(ICFW，2001)。飲料水が川や地下水から簡単に得

られないところでは、海水や塩水の淡水化が必要となる。今日、淡水化の多くは化石燃料

により行われている。世界の淡水化プラントは約12,500基で1日当たり3千6百万立方

メートルの飲料水生産能力を持っている。半数は中東にあり、最大のものは日量45万4

千立方メートルを供給する(PI,2007)。人口が増えるとエネルギーと水の需要が連動し

て増えることから、淡水化コジェネレーション技術の開発は大いに役立つはずである。淡

水化は多くのエネルギーを消費するが、表13.1を見てわかるように比較的低温で十分で

ある。原子力発電は特にコジェネレーションで重要な役割を果たすことができ、実質的に

は温室ガスを排出しない形で電気と飲料水を提供できる。このような統合型の原子力淡水

化プラントは、主にインド、日本、カザフスタンで合計150炉年以上の実績があり、そ

の技術は実証済みである。

カザフスタンのアクタウにある高速炉は、27年以上に亘って飲料水を最大日量8万立

方メートル供給した(IAEA,1998b)。日本では、約10の淡水化施設が加圧水型軽水炉に

付設されていて、蒸気サイクル用に１日当たり1000～3000立方メートルの水が淡水

化により作られている。米国のディアブロ・キャニオン原子力発電所でも一日当たり

4500立方メートルの淡水化水が蒸気発生用に使われている。インドでも1970年代か

ら淡水化研究に取り組んでおり、2002年にはカルパッカムで日量6300立方メートル

の能力を持つ原子力淡水化実証プロジェクトが開始された。フランスとリビアは、原子力

淡水化プラントをリビアに建設するプロジェクトを共同で実施する予定で、2007年7月

に覚書を結んだ。

商業ベースでの原子力淡水化の大規模な導入は、第一に経済的要因で決まる。IAEAは

本件に関わる研究や協力を助成しており、20カ国以上が参加している(IAEA,1997)。

IAEAの経済性調査によると、原子力は化石エネルギーに対し競合可能である

(IAEA,200a)。製造される淡水の価格は１立方メートル当たり0.40～1.90米ドルと評

価された。原子力淡水化水が放射能によって汚染されたことはない。

原子力淡水化は比較的成熟した技術で、様々な地域の水不足を解決するために原子力プ

ラントを設置できる。図13.3に示すように淡水化能力は10年でほぼ倍増しており、世

界の人口が増大すると見込まれる今世紀を通じて、原子力淡水化は大きな可能性がある。

新しいアイデアと技術強化を通じたコスト削減が精力的に行われている。
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13.6.3 地域熱供給

初期のころから続く原子力の利用形態としては、温水あるいは蒸気による住居暖房利用

があり、多くの場合は発電と同時に行われている。多くの国でこのような原子力エネルギ

ー利用経験はあるものの、原子炉の熱の内たった1%しかこの形態では利用されていない

と見られている。

いくつかの国では何十年にもわたって地域暖房が利用されている。核熱利用による地域

暖房配給網はブルガリア、カナダ、中国、ハンガリー、ロシア、スロバキア、スウェーデ

ン、スイス、ウクライナで整備されており、また化石燃料によるものがデンマークとフィ

ンランドにある。熱供給網の容量としては、大きな町で60～120万kWt、小さな町で1

～5万kWt程度である (Csik and Kupitz,1997)。ロシアには18万8千もの地域熱供給

プラントがあり、その多くは2万3千kWt以下である(UR,2004)。原子力地域暖房は、

すでに配給網が存在している国々では利用されやすい環境にあるといえる。核熱を地域暖

房用に温水や蒸気で供給する技術は、特にロシアにおいて、熱専用プラントと熱電コジェ

ネレーションプラントの両方について実証済みである(IAEA,2000ｂ)。世界全体で46基

の原子炉が地域暖房システムにつながっている(Csik and Kupitz,1997)。高圧あるいは

低圧タービンから抽気された蒸気と熱交換した温水や蒸気が消費側に送られる。低圧ター

ビンからの蒸気は一般的にはベース負荷用として、高圧タービンからの蒸気は必要に応じ

てピーク熱需要に対応する。

輸送距離と消費者の数に応じて、熱源と消費者の間にいくつかのポンプステーションが

通常は設けられる。熱輸送配管は地上あるいは地下に敷設される。地域暖房配管に放射性

物質が移行しないようにする予防措置は効果的に働き、安全かつ信頼性の高い運転が続い

ている。配管の放射能汚染に対する一つあるいは複数の防護が考えられているところに設
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計上の特徴がある。例としては、原子力プラントのタービンから抽出した蒸気よりも高圧

に維持することによりリーク・タイトとした中間熱交換器系があげられる。これらは常時

監視されており、汚染が生じる可能性のある部分を隔離できる装置も備えている。約

500炉年の運転経験の間、どの熱供給炉からも放射能汚染を含む事故は報告されていな

い。

地域暖房の市場規模は最大7600GWtと推定されている(Majumdar, 2000)。現状で

は原子力によるものはわずか4.4GWtである。寒冷気候では、高度の冗長性を確保した

上で非常に高度な安定供給性が地域暖房には求められるが、これは熱供給が途絶えた場合

は即座に人命に関わることになるからである。さらに熱需要の季節変動も加わり資本費は

増大するため、熱専用原子力プラントは特殊な場合でしか経済的に成り立たないかもしれ

ない。中小型炉を地域暖房網と繋げてコジェネレーションプラントとして利用することは、

熱供給システムの炭素排出を削減する非常に有望な方策と思われる。未来の地域暖房に原

子力がどの程度使われるかは、熱輸送用の広域ネットワークを建設する経済性に依存する

ことになりそうである。

13.6.4 産業用プロセス熱

産業界においては、さまざまな用途で異なる温度領域のプロセス用の熱が使われている。

地域暖房と同様に多くの産業利用に共通する要求として、中断を生じない高い安定供給性

が確保されるエネルギー供給源が求められる。特に、鉄鋼やガラス工業のようなエネルギー

多消費産業では、ほぼ100％であることが求められる。この場合、故障による熱供給中

断は人命に関わるというよりも経済の問題となる。地域暖房とは異なり産業ユーザーの負

荷率は気象条件にはよらず、さらに大規模産業における需要はベースロードという形とな

る。産業プロセス熱は、主としてしかるべき温度と圧力を持った蒸気の形で使われる。輸

送中の熱損失が大きいので、熱源はプロセスの近くになければならないが、より高温ゆえ

に地域熱輸送の場合よりも産業熱輸送にとって近いことが一層重要となる。同時にこれは、

核熱は熱輸送システムが始めから考慮された新規の大規模産業コンビナートで最も利用し

やすいということを意味する。加えて、大規模な居住区よりも産業コンビナート近傍での

設置を公衆は許容しやすいかもしれない。

大部分の工業国では、約半数の産業で10MWt以下の需要しかなく、残りの40％は10

～50MWtの熱エネルギーを使っている。例外的だが、エネルギー多消費プロセスを有す

る大口ユーザーは各々1000MWtの熱を利用している。産業用の熱需要はこのように広

範囲である。核熱の商用利用としては、カナダ(5,350MWt)、ドイツ(30MWt)、スイ

ス(25MWt)(Majumdar, 2000)の3例がある。カナダのブルースにある重水生産設備が

最大の核熱利用例で、20年以上稼動している。他の6つの産業でブルースコンプレック

スのプロセス熱が利用されており、プラスチック･フィルム製造、エタノール生産、りん

ごジュース濃縮、アルファルファの脱水、裁断・ペレット形成、温室と農業研究施設であ

る。スイスの工場では段ボール生産で、ドイツの工場では塩の精製工場で利用されている。

小型のHTGRは、コンビナートにある中小ユーザーに対し、大幅なプロセス変更なし
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で熱供給することが可能かもしれない。しかしいくつかの産業においては、核熱利用をす

る場合、現在多くの国で使われているプロセスとは異なるアプローチが必要かもしれない。

そのひとつの例は鉄鋼である。鉄は世界でも突出して重要な金属で、2005年の世界生

産は11億2千9百万トン、うち中国が26％を生産している。鉄鋼産業の総CO2排出量は

世界全体の人為的な排出の約6％を占める(IPCC,2007)。

1970～80年代に、ドイツと日本で相当規模の核熱利用研究開発が実施された。日本

での最初の試みは高温の還元ガスを用いる直接製鉄の研究開発であった(松井、国富、

2007)。もっとも可能性を有する製鉄への応用は、直接還元と電炉精錬の二つのプロセ

スを組み合わせたものである。鉄鉱石の直接還元(DRI)は開発が進んでおり、低価格の天

然ガスが使える地域で商用化されている。DRIは化石燃料を使いながらも高炉に比べ

50％も少ないCO2排出量であるにもかかわらず(IPCC,2007)、世界の鉄鋼生産の5％を

占めるのに過ぎない。DRIでは、鉄鉱石は固体の状態のまま、天然ガスの水蒸気改質で作

られた合成ガス(CO+H2)により、スポンジ鉄と呼ばれる製品に還元される。反応温度は

800～1000℃である。核熱はDRI用の還元ガスを作るのに必要な熱を供給できるし、

アーク炉でスポンジ鉄を鉄鋼に精製する(これは確立した商用技術である)のに必要な電気

も供給できる。1977年のオークリッジ国立研究所の報告によれば、DRIによる原子力製

鉄の運転コストは既存の高炉と同等で、資本費は低く抑えられると評価されている

(United Engineers、1977)。しかし現在までのところ、実証プラントは建設されてお

らず、その計画もない。

産業プロセス用の熱としての潜在需要は大きく、地域暖房とほぼ同程度である

(Majumdar, 2002)。需要量の大小は様々で、カナダのブルースで使用される大量のプ

ロセス熱や熱供給専用のHTGR規模の熱量を要するものはほとんど存在しない。しかも

小規模の化石燃料ボイラーにより必要な熱は供給できる(実際にそうされている)ので市場

競争は厳しい。繰り返せば、熱供給網と相互に連結されたコジェネレーションプラントと

して中小型炉を用いることが、この分野での原子力利用を拡大させ、また産業用熱生産工

程からの炭素排出を削減するうえで有望な方策であると思われる。

13.6.5 輸送、産業用燃料の生産

ガス冷却炉は水素などの輸送用燃料を製造するのに必要な高温を生み出すことができ

る。他の応用としては、石油の抽出と石炭からの合成天然ガス(SNG)の生産がある。こ

れは原子力の先進的な活用であり、特に世界のCO2排出の13％を占める(IPCC、2007)

道路輸送分野にその用途を大きく拡大することになる。現在、輸送エネルギー市場はほと

んど全部を石油にたよっているが、ハイブリッド電気自動車の利用(電池を基礎負荷で充

電)やメタノール、エタノール、SNGや水素といった燃料の生産を通じて原子力発電はこ

の大きな市場に入り込むことができる。技術的には既に、電車や市電、トローリーバスに

は利用可能となっており、また広く使われてもいる。電力(とそれを生み出す原子力)は、

CO2を排出しない公共交通での役割を広げる大きな可能性がある。水素は将来主要な輸

送用燃料となりうるが、まず水素配給網が建設されねばならない。原子力は今日現在、電
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気的に水素を作るのに利用でき、また将来は高温炉が熱化学的に水素を生産するのに利用

されるかもしれない。未来の水素エネルギー需要はかなり大規模なものになる可能性があ

る。

核熱を使って石炭から天然ガスを作れるようになるかもしれない。石炭ガス化(固体の

石炭をメタンに転換、すなわちSNG)は高温を必要とする。天然ガスの配給インフラスト

ラクチャーは既に存在している利点があるし、また世界には石炭が大量にある。原子力の

他の利用可能性としては、タールサンドやオイルサンドからの石油の抽出と、生産量が落

ちた油田からの石油回収がある。カナダとベネゼエラにはオイルサンドとタールサンドの

大きな資源がある。油の回収に蒸気注入が使われ、また回収後の処理にも蒸気が使われる。

有機物燃料の生産に核熱利用がより多く使われるか否かは、もちろん、通常の石油やガス

の生産と比較したプロセスの経済性によって決まる。

世界の肥料生産と石油精製に消費されている水素は毎年約5千万トンで、年率4～

10％で伸びている(Forsberg and Peddicord、2001)。水素需要の増加の大部分は、

重質原油のガソリンや航空機燃料への転換である。軽質の原油からは水素を使わずにガソ

リンを作ることができる。しかし、世界的にそのような資源は急速に無くなりつつある。

カナダのタール･サンドやベネゼエラの原油のような重質原油は大量に存在するが、純粋

なガソリンにするためには大量の水素を必要とする。石油精製や他の施設用の水素生産に

要するエネルギーは、数十年内に、米国の現存する原子力発電所の出力エネルギーを上回

ると予想されている(同)。輸送用水素を勘定に入れずとも、この成長する世界市場を考え

ただけで、水素生産用の原子力システムの開発を推進する正当性が示されることとなる。

水素経済は、必要とされる高温を供給可能なHTGRの新規開発により、その関心を取

戻している。輸送用燃料のための水素配給インフラストラクチャーが作られていく過程で、

30年以上要するかもしれないが、水素生産における原子力の役割は次のように変化して

いくであろう(NEA,2004):

・原子力プラントのオフ･ピーク電力を使った水の電解

・原子炉の熱と電気を使った高温蒸気電解

・核熱による高温熱化学生産

米国は、2003年に12億ドル規模の「水素燃料計画」を公表した。これは、商業的に

成り立つ水素燃料電池に必要な技術を開発して、米国において増大する輸入石油への依存

を逆転させるためのものであり、これにより2020年までに多くのアメリカ人が、実用

的で費用対効果の高い燃料電池自動車を選択するようになるであろう(米国

DOE,2003b)。米国は、2019年までに原子力による商用水素生産を開始するためのス

ケジュールを公表した(同)。日本原子力研究開発機構とフランス原子力庁(CEA)もまた、

高温ガス冷却炉を使った水素製造プロセス開発を実施している。

水素は通常の内燃機関で燃やすこともできるし、いくつかの試験車も存在している。近

い将来においても、内燃機関だけが水素を輸送用燃料として使える技術である。しかし結
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局のところ、輸送用の水素は燃料電池で使われることになるであろう。概念上、20万

kWtのHTGR約10基で、メタンの水蒸気改質により、500万台の燃料電池自動車に十分

な水素を供給可能である(NERAC/GIF,2002b)。

13.7 核融合
核融合は、核分裂と異なり、軽い元素が結合してエネルギーを放出する核反応である。

これは、長期に持続可能な、経済的で安全な発電用のエネルギー源となりうるものであり、

広範に得られる比較的安価な燃料を使うことができる。核分裂と異なり、核融合では外部

に影響を及ぼすような事故が起こる可能性はなく、核分裂炉において最も厄介な放射性廃

棄物の管理面の問題、すなわちアクチニドや長寿命の核分裂生成物を生ずることも無い。

しかしこの技術は、本質的に核分裂より大変複雑であり、核融合の経済性はまったくもっ

て不透明である。

13.7.1 核融合反応

核融合反応は重水素とトリチウムという水素同位体の融合反応である(ITER,2008b)。

核融合は、重水素が海水から容易に取れることから燃料供給は豊富であり、また地殻にあ

るリチウムから核融合炉によりトリチウムを容易に生産できる。

核融合は、太陽の中心のおよそ6倍高い温度、1億度を必要とする。この温度では、重

水素やトリチウムは、ガスから、電子が原子から剥ぎ取られたプラズマという高エネルギ

ー状態に変わる。核融合を起こしてエネルギー放出するにはお互いに10－15メートルま

で接近しなければならないため、プラズマ中の原子核は高圧状態に保たれる。この条件を

達成する方法の１つは超伝導磁石でプラズマを閉じ込めることである。プラズマの理解と

制御、特にその閉じ込めについては、いまだに核融合発電開発における大きなチャレンジ

であり続けている。

13.7.2 今までの進歩と商用運転へのロードマップ

過去20年間以上にわたる一連の試験施設の運転により、核融合についての理解が大幅

に進んだ(Llewellyn Smith and Ward, 2007)。たった2～3秒ではあるが人工的な核

融合が成された。理論的にはこの反応から発電することはできるのだが、小規模なもので

さえ実証されたことはない。核融合による商用発電は、少なくとも今世紀後半までには実

現されないであろう。核融合発電コストは、今後二、三十年間にどの程度、核融合に関す

る物理・技術・材料が最適化できるかにかかっている。核融合は、長期に亘る国際協力プ

ログラムにより開発が行われており、その可能性を追求するためにエネルギー研究開発費

が割り当てられている。

核融合の実験は続けられており、世界にはいくつかの実験施設がある。重要な進歩はみ

られるものの、実用的な発電システムが利用できるまでにはまだ数十年の研究が必要であ

る。既存の主要な施設は、英国にあるEUの｢共同欧州トーラス(JET)｣、フランスのトー

レ・スープラ、米国のプリンストン・プラズマ物理研究所と日本原子力開発機構の那珂に
381



あるJT-60トカマクである。

次世代の核融合試験炉－「国際熱核実験炉」ITER－もまた国際協力により建設されて

いる。フランスのカダラッシュがこのプロジェクトのサイトとして選ばれた。ITERの目

標(ITER、2008a)は、エネルギーを作り出す熱核燃焼プラズマが、基礎物理的な時間尺

度以上の長期間にわたって、生成され、制御され、維持されうることを示すことにある。

欧州連合、中国、インド、日本、韓国、ロシアと米国の7カ国による共同プロジェクトで

ある。ITERは、核融合エネルギーの利用可能性を科学技術的に実証するように設計され

ており、高温プラズマの磁場閉じ込めによって電気を発生する最初の発電所を建設するた

めのノウハウを提供することを目的としている。高温に耐える機器や大規模で信頼性の高

い超伝導磁石などの主要な性能試験が実施されることになっている。

ITERの運転条件は核融合発電システムに必要な条件近傍に設定されるであろう。この

プロジェクトは、いかにして条件を最適にするか、設計余裕を低減して効率を上げてコス

トを下げるかを示すことを目的としている。10年以上にわたるITERの建設費用は50億

ユーロ、また20年間の運転費は50億ユーロと見積もられている。ITERの最初のプラズ

マは2016年末には達成されるとされている。

13.7.3 エネルギー源としての核融合と核分裂の比較

核分裂も核融合も原子力エネルギー源である。しかし、このエネルギーを使用可能な電

力の発生に結びつけるシステムに大きな違いがある。

・今のところの両技術の主たる違いは、核分裂は完成されたプロセスとして世界で稼動中

の439の発電炉の形で存在することである。最初の核融合プラントが商業的に発電で

きるようになるまであと何十年もかかるであろう。実験施設による最近の結果によれば、

核融合は有望ではあるが、プラズマの閉じ込めは、商用の発電プラントとして求められ

る数ヶ月には遠く及ばず、数秒しか実現していない。

・核融合炉は、核分裂炉の使用済み燃料中に存在する長寿命の放射性廃棄物を生成しない。

照射リチウムからトリチウムを分離するのに何らかの再処理は必要ではあるが、再処理

や廃棄物処分施設は簡単なものになるであろう。しかし、核融合も核反応の１種であり、

商用核融合炉の構造物も核分裂炉と同じく発電運転を通じて放射化されていく。これら

の構造材料も放射性廃棄物施設で廃棄される必要がある。

・どちらの技術も気候変動をもたらさず、両方とも石油やガスのような化石燃料と比べて

エネルギー供給セキュリティが高い。

・核拡散は核融合ではあまり問題にならないが、原理的には核分裂でも核融合の場合でも

照射材から「汚い爆弾」が作られる可能性がある。

・核融合反応は本質的に安全で、いかなる異常事象においてもプラズマシステムは中断さ

れ事象は収束していく。稼動中および建設中の第III世代および第III世代プラスの核分裂

炉では、炉心損傷確率は非常に小さい。

・核分裂および核融合炉の発電コストは、究極的にはほぼ同程度ではないかといわれて

第13章　新型原子炉

382



いる。しかし、核融合については定常運転が実証されていないばかりか、核融合エネ

ルギーの電気への変換すらも実証されていない。この二,三十年間に核融合の原型炉が

作られる段階において、この技術のコストは急激に上昇する可能性がある。望むらく

は、今世紀末に向けて技術が進展し成熟していくに従い、コストが低減されることで

ある。

核融合は放射性廃棄物の発生と核不拡散の観点から、核分裂に対し、長期的で潜在的な

利点を有するが、この技術は商業的な発電手段としては未だに実証されておらず、ひょっ

とすると実証されない可能性があることを忘れるべきではない。世界は、気候変動を緩和

しエネルギーセキュリティを向上させる核分裂を敬遠し核融合による解決に期待しすぎる

ことがあってはならない。核融合は潜在的にはすばらしい技術であるものの、物理的に不

可能、あるいは複雑すぎてとても実用にはならないかもしれない。

核融合は、未来のいつかの時点で膨大なエネルギーを与えてくれる可能性がある。核分

裂技術は既に手元にあり、確実に、安全かつ経済的に働いている。
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キーポイント
・熱中性子炉と高速炉によって構成された原子炉群と使用済燃料再処理の組合せによっ

て、燃料が元来持っているエネルギー量の全てを引き出すことができる。(軽水炉の使

用済燃料には、約95％のウランと潜在的エネルギーの半分以上が残っている。)

・現在蓄積している使用済燃料の再処理により、百万kWの軽水炉(LWR)(稼働率80%と

した場合)約700炉年分に相当する燃料を供給できる。また、貯蔵されている劣化ウラ

ンおよび廃棄核兵器からのウランとプルトニウムにより、さらに3,100炉年分の燃料

供給が可能となる。

・第IV世代国際フォーラムにおいて閉じた燃料サイクルと組み合わせた高速炉が検討され

ているが、そのような高速炉の導入により、長半減期元素(毒性を有するマイナーアク

チニドを含む)のリサイクルと燃焼、長半減期および発熱量の大きな核分裂生成物の核

変換によって、地層処分される放射性廃棄物の容積と放射性毒性を減少させることも可

能となる。

・トリウム燃料サイクルのような他の代替燃料サイクルは注目に値するが、特に核燃料サ

イクルのバックエンドに関し、かなりの研究開発を要するいくつかの課題がある。トリ

ウム燃料サイクルは長期的な観点から重要であり、原子力エネルギーの持続的利用に寄

与する可能性がある。

14.1 はじめに
先進的燃料サイクルに関して記述する前に、本節において、現在の燃料サイクルと燃料

サイクルから生み出される追加的な核燃料資源について概説する。世界の核燃料サイクル

施設の状況については第1章に示した。また、天然ウラン資源については、第5章に記載

している。

核燃料サイクルは、ウラン採鉱から廃棄物の最終処分までの全ての核燃料に係わる工程

を含み、以下のように3つの過程に大別される：

・フロントエンドと称される工程で、ウラン鉱石の採鉱に始まり、加工された燃料集合体

の原子炉への供給まで；

・原子炉における核燃料の燃焼；

・バックエンドと称される工程で、使用済燃料の再処理あるいは処分するための搬出工程

以降；

14.2 燃料サイクルの現状
使用済燃料の処理方法として、現在主に2つの方式が採用されている：ワンススルー燃
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料サイクルおよび分離されたプルトニウムと一部のウランを軽水炉(LWR)においてリサ

イクルする部分リサイクル方式である。15基以上の原子炉を運転中の各国におけるこれ

ら2つのオプションの選択状況を、表14.1に示す。

14.2.1 ワンススルー燃料サイクル

ワンススルー・サイクルにおいては、使用済燃料は廃棄物と見なされる。原子炉から取

り出された後、まず使用済燃料は原子炉内プールで貯蔵され、数年間の冷却を行う。その

後、さらなる貯蔵を行う施設や地層処分場へ搬送される。この方法では、核分裂性物質は

分離されず使用済燃料内にとどまるため、核不拡散の面では好ましいものと考えられてい

る。一方、より放射性の強い物質の分離を行わないことから、結果的に高レベル廃棄物の

容量は大きなものとなる。

しかし、この方法では核分裂性物質であるプルトニウムとウラン－235、および親物

質であるウラン－238がともに使用済燃料の中にとどまったまま地層処分されるため、

燃料の持つ潜在的なエネルギーのかなりの部分を活用しないことになる。さらに、プルト

ニウムと他のアクチニドが残っているため、廃棄物の放射性毒性が特に高くなる。大規模

な原子力利用プログラムを有する国では、貯蔵されている使用済燃料の量が問題となって

くる。
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表14.1　主要国における燃料サイクル方式の現状

国 原子炉基数 対象物 処理方法

米国 運転中 104 
建設中 1 

使用済燃料 深地層処分 

フランス 運転中 59 
建設中 1 

深地層処分 
リサイクル利用

ガラス固化HLW
分離UおよびPu

日本 運転中 55 
建設中 3

深地層処分 
リサイクル利用

ロシア  運転中 31
建設中 7

深地層処分 
リサイクル利用

韓国 運転中 20
建設中 6

使用済燃料 深地層処分 

英国 運転中 19 深地層処分 
今後決定

カナダ 運転中 18 使用済燃料 深地層処分

ドイツ 運転中 17 深地層処分 
リサイクル利用
深地層処分 

ガラス固化HLW
分離UおよびPu

ガラス固化HLW
分離UおよびPu

ガラス固化HLW
分離UおよびPu

ガラス固化HLW(過去)
分離UおよびPu(過去)
使用済燃料(将来) 

HLW：高レベル廃棄物 
U：ウラン 
Pu：プルトニウム 



通常、ワンススルー燃料サイクルは原子力利用プログラムが小規模な国において採用さ

れているが、いくつか注目すべき例外もある。例えば、ベルギー、オランダおよびスイス

においては、他国の施設と再処理契約してMOX燃料として核分裂性物質をリサイクル利

用することを選択している。

カナダのように濃縮していない天然ウランを原子炉に装荷して利用している国では、燃

料中に残存している核分裂性物質の含有量が低く、回収するには経済的でないと考えられ

ることから、ワンススルー・核燃料サイクルが採用されている。

フィンランドとスウェーデンでは、銅で覆われたキャニスターに使用済燃料を収納し、

ベントナイトの層を周りに巻いて結晶質岩地層孔に処分することを選択している。フィン

ランドの処分場は、2020年の利用開始予定である。

最も多くの原子炉を持っている米国は、現在ワンススルー燃料サイクルを採用している。

米国の政策は、1977年以降、核拡散のリスクを増大させると考えられる技術の拡散を

防止するため使用済燃料の再処理を禁止し、全ての使用済燃料を廃棄物として取り扱うこ

ととしていた。しかし、この政策は近年包括的な議論が行われ、2006年に開始された

新しい施策である国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)として見直された。

GNEPは、核拡散のリスクを減少させる新しい技術の開発を行うとともに、廃棄物を削

減するために使用済燃料のリサイクル利用を行うことを重要な目的としている。

14.2.2 原子炉運転の改良 および高燃焼度化

2006年末の時点において世界で435基の原子炉が稼働し、毎年66,500トンにのぼ

るウラン需要があると推定されている(NEA and IAEA, 2008)。原子炉および燃料の設

計は炉心における燃料の利用を最適化するよう、発展してきた。例えば、一般的な原子炉

において、以下に示すようなものが考えられる：

・高燃焼度化と燃料取替バッチ数の見直しにより、ウラン資源使用量を約5％低減でき

る；

・原子炉性能向上(重量中性子反射体の採用、熱効率の向上)により、さらにウラン資源使

用量を約5～10％低減できる；

・軽水炉の転換率の改善により、ウラン資源使用量を約5～10％％低減できる(NEA,

2007b)；

・現状の軽水炉においては、設備利用率の向上も、僅かではあるがウラン消費量減少につ

ながる；

これらの改良による総合的な効果として、30年前と比較して単位電力量当たりの天然

ウラン使用量が25％以上減少し、燃料サイクルコストの顕著な削減をもたらしている。

例えばフランスにおいては、EDFにおける10年間の取り出し燃料の平均燃焼度が

33GWd/tHM(1トンの重金属当たりの100万キロワット日)から45GWd/tHMに上昇

した。同時に、燃料エネルギー収率(あるエネルギー生産量当たり必要な原料の量として

示す)は、1995年における3.4g/MWhから2006年には2.8g/MWhに減少した。しか
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し、原子炉から取り出された燃料の燃焼度の上昇は、表14.2(TWｈは電力量であるが、

燃焼度は熱出力に関連することに注意)に示すよう使用済燃料の組成に影響を及ぼす。

この使用済燃料の高燃焼度化に伴う特性変化は、使用済燃料の処理および貯蔵施設の設

計や運転に影響する。例えば、ウラン同位体組成の変化は、将来の燃料濃縮度上昇や、処

理、濃縮、燃料加工施設での遮へいの必要性を増加させる。将来のMOX燃料においてプ

ルトニウム富化度が上昇すると、MOX燃料加工施設、輸送、貯蔵の各段階で遮へいと臨

界安全に関する追加的措置が必要かどうか、再評価する必要が生じる。核分裂生成物とマ

イナーアクチニド組成の変化は、ガラス固化に際して使用する基盤材(マトリックス)の構

成に影響を与える可能性がある。

14.2.3 使用済燃料の再処理

再利用可能な物質(濃縮ウランとプルトニウム)を分離し、現行の原子炉にリサイクル利

用することは、使用済燃料管理において重要な方策の一つとなっている。この方策は、表

14.1に示されるように、特に大規模で成熟した原子力利用プログラムを有している多く

の国において採用されている。本方策の利点は、短期的には、OECD諸国における使用

済燃料発生量と貯蔵量に関する表14.3に示すように、サイト内あるいは集中貯蔵施設に

おいて貯蔵すべき使用済燃料の量を減らせることである。使用済燃料再処理を採用してい

る国と施設を表14.4に、世界における再利用可能な核分裂性物質の蓄積量を表14.5に

示す。
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表14.2　燃焼度上昇の燃料サイクル・バックエンドへの影響

燃焼度(GWd/tHM) 

核分裂生成物(kg/TWhe) 

被覆材および構造材(kg/TWhe) 

再利用可能なウラン(kg/TWhe) 

マイナー・アクチニド(kg/TWhe)  

再利用可能なプルトニウム

33

140

1,210

3,830

4.3 

37

45

140

890

2,810

4.5

32

60

140

660

2,100

4.7

27

GWd ： 100万キロワット日
tHM ： トン・重金属 
TWhe ： 電力、10億キロワット時
出　典 ： Debes (2006年)



使用済のウランあるいはプルトニウムをベースとした燃料の再処理は、使用済燃料の化

学処理によって以下のような物質の分離を行うものである：

・ウラン－235およびウラン－238の両方を含む、利用されなかったウラン；

・生成したプルトニウム、および、もしあれば燃え残りのプルトニウム

・核分裂生成物および中性子捕獲反応によって生じた高次のアクチニド

世界的に見て使用済燃料の再処理は主に軽水炉燃料について行われているが、英国では

改良型ガス冷却炉(AGR)燃料も再処理され、45,000トンの再処理ウランを酸化物の形

態で生産している。この再処理回収ウランの酸化物は、軽水炉燃料とするために再濃縮が

必要となる。再処理回収ウランにはウラン－232あるいはウラン－236のような中性子

吸収断面積の大きなウラン同位体が含まれているため、天然ウランを用いた場合と等価な

反応度を得るためには、若干反応度を高めることが必要となる。
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表14.3　2006年時点におけるOECD諸国における
使用済燃料発生量と貯蔵量

国 発生量(tHM/yr) 貯蔵量(tHM)

ベルギー 
カナダ 
チェコ
フィンランド 
フランス 
ドイツ 
ハンガリー 
イタリア 
日本 
韓国
メキシコ 
オランダ 
スロバキア 
スペイン 
スウェーデン 
スイス 
英国
米国

134  
1,587  

69  
67  

1,100* 
410  
44  
－  

960  
710  
22  
12  
51  
128  
310  
68  
630* 

2,306  

2,478  
36,912  
1,033  
1,510  
10,710  
4,160  
1,138  
237  

12,294* 
8,670  
427* 
485  

1,131  
3,497  
4,598  
924  
393* 

54,126  

* 推定データ 
出　典：NEA (2007c) 



幾つかの国においては、既に相当量の再処理回収ウランがリサイクル利用されている。

ベルギーDoel-1号機においては、もっぱら再処理回収ウランを再濃縮した燃料により数

年間運転されている。スウェーデンにおいては、2000年から2001年にかけて136ト

ンの再処理回収ウランを軽水炉にリサイクル利用した。フランスの電力会社であるEDF

は、90万kW級の原子炉に再処理回収ウランをリサイクル利用する実証試験を実施し、

年間850トンの軽水炉使用済燃料再処理により生成する回収ウランの約1/3を再濃縮利

用した上で残りは貯蔵しておくことを計画している。フランスでの再処理回収ウランのリ

サイクル利用は、燃料として年間20～40トン規模(Debes、2006)で計画されていて、

2基の原子炉の全炉心に装荷する量に相当する。

14.2.4 混合酸化物(MOX)燃料

典型的な商用炉では、取出燃焼度45GWd/tにおいてTWheの発生電力当たり28kgの

プルトニウムが生成される。このプルトニウムの同位体組成は取出燃焼度によって変わる

が、典型例としてはPu－239とPu－241の核分裂性同位体が約2/3を占めている。二

酸化プルトニウムと劣化ウランの酸化ウラニウムを混合、混合酸化物(MOX)新燃料へ加

工して、このプルトニウムをリサイクル利用することができる。劣化ウランに7～9％程

度プルトニウムが混合されたMOX燃料は、ウラン－235の濃縮度が約4.5％の濃縮ウラ

ン燃料と等価である。このようなMOX燃料は、一般の軽水炉へリサイクル利用すること

が可能である。
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表14.4　民生用再処理工場

国 運転者／サイト 

中国 CNNC／蘭州

インド
BARC／トロンベイ 
BARC／タラプール
BARC／カルパッカム

日本 
JAEA／東海村 
JNFL／六ヶ所村 

フランス AREVA／ラ・アーグ 

ロシア
マヤック RT-1 
チェレツノゴルスク RT-2(計画中) 

BNFL／セラフィールド Magnox
BNFL／セラフィールド Thorp

英国

BARC ： バーバ原子力研究センター 
BNFL ： 英国核燃料会社 (British Nuclear Fuels Limited) 
JAEA ： 日本原子力研究開発機構
JNFL ： 日本原燃（株）
出   典 ： NEA (2007c) およびNEI (2007) 



現在、MOX燃料の加工能力は限られている：軽水炉MOX燃料用として現在稼働中の

唯一の商用プラントはフランスの工場であり、近年、認可最大加工能力が145トン/年か

ら195トン/年に引き上げられた。一方、英国のプラントにおいては、運転上の課題から

加工能力の上限が約40トン/年に制限されている(NDA、2006)。また、ベルギーのプ

ラントは40トン/年の加工能力を有していたが、近年、運転を停止した。日本では、

130トン/年規模のプラントを2011年に運転開始する計画である。2005年には12～

14トンのプルトニウムにより200トンのMOX燃料が加工され、1963年以来の世界に

おけるMOX燃料の加工量はプルトニウム換算で400トン以上に上っている。

過去、再処理施設でのプルトニウム生産量はMOX燃料として利用された量を上回って

いたため、幾つかの国において民生プルトニウムの蓄積が生じている。2010年以降に

は、プルトニウムのリサイクル利用増加が予測され、その時点で世界の原子炉の燃料需要

の約5％がMOX燃料として供給されるものと見込まれており (Hore-Lacy, 2007)、

2010年頃までのプルトニウムの貯蔵量は250トンを上回るものと考えられている。

現在、使用済燃料発生量の約30％が長期的な再処理契約によって賄われている。この

リサイクル利用の主要な目的は、特に国内資源が豊富でない国々における天然資源に含ま

れる潜在的エネルギーのより有効な利用であり、また、廃棄物の減量と毒性の低減である。

濃縮ウランとプルトニウムのリサイクル利用により、約20％の資源量節約になる(NEA、

2007b)。

2003年時点において、合計39基の軽水炉(ベルギー、フランス、ドイツ、スイスにお

けるPWR37基、ドイツのBWR2基)がMOX燃料を部分装荷して運転されている(NEA、

2003)。また、日本では20基までの原子炉にMOX燃料を装荷することを計画している。

2010年までには、ヨーロッパで45基、日本で16～18基の原子炉においてMOX燃料

の使用が見込まれる。さらにロシアで5基、米国でも6基へのMOX燃料装荷の可能性が

あり、これは世界の原子炉の15～20％程度に相当する。また、多くの新しい第III世代原

子炉においては、MOX燃料の全炉心あるいは部分装荷が可能なよう設計されている。

ウランを燃料とする現在の原子炉は、一般的に1/3炉心まで、措置を講じることで

1/2炉心までMOX燃料の装荷が可能である。フランスでは、90万kW級の原子炉に少な

くとも1/3炉心の装荷を行う考えである；新しいEPR(欧州加圧水型原子炉)ではMOX燃

料の全炉心装荷が可能となる。日本においては、2010年までにMOX燃料の部分装荷を

1/3の基数の原子炉で実施する計画を持つと同時に、フルMOX炉心の原子炉導入を計画

している。

MOX燃料使用の他の重要なものとして、ロシアと米国による余剰兵器級核物質の平和

利用への寄与がある。兵器級核物質をMOX燃料に加工して商用原子炉で使用することに

よりエネルギー生産すると同時に、兵器製造に適さないよう核物質を不可逆的に変質させ

ることができる。

ウラン燃料のみの軽水炉使用済燃料と比較し、使用済MOX燃料には長半減期で発熱量

の大きな放射性同位体が多く含まれ、例えば、貯蔵施設の設計に考慮が必要となる。使用

第14章　先進的燃料サイクル

394



済MOX燃料の再処理については、1992年からラ・アーグ再処理工場で実証試験が行わ

れてきた。この工業規模での試験は、MOX燃料を再処理し、将来の利用を考えて有用な

成分を回収することが可能であることを実証するものとなった。しかし、MOX燃料の炉

内燃焼によるプルトニウム同位体の劣化により、通常、軽水炉においてマルチリサイクル

することは実用的ではない。

14.3 追加的燃料資源
再利用可能な資源は燃料サイクル全体の構成等と密接に関連しており、ウラン資源の利

用は燃料サイクルの基本的な方針によって強く影響を受ける。第5章に記載した自然界に

賦存するウランおよびトリウム資源以外の、利用可能な核分裂性物質資源を以下に要約す

る。

・ウラン濃縮に伴うテールウラン(劣化ウラン)。0.2～0.4％のウラン－235を含む。

・使用済燃料の再処理によって回収されるウラン。約0.4～1.0％のウラン－235を含む

が、ウラン－236のような中性子毒となるような同位体も存在している。現在、一部

は再濃縮され原子炉にリサイクル使用されている。

・使用済燃料の再処理によって回収されるプルトニウム。同位体組成は、燃料の形式と炉

内での燃焼条件によって変化する。現在、一部はMOX燃料として原子炉にリサイクル

使用されている。

・貯蔵中の使用済燃料中に含まれる核分裂性物質。再処理することにより利用可能となる。

・余剰とされた軍事用核物質。90％以上のウラン－235を含む高濃縮ウラン(HEU)およ

び核分裂性のプルトニウム－239を非常に高い割合で含むプルトニウムである。これ

らの核物質を商用炉へ利用するべく、米国で高濃縮ウランを商用炉で利用する「メガト

ンからメガワットへ(“Megatons to Megawatts”)計画」が10年以上にわたって

実施されている。また、MOX燃料加工工場は米国で建設中であり、ロシアにおいても

建設が計画されている。

2005年末時点におけるこれら物質の量と資源節約可能量(供給ポテンシャル)を表

14.5に示す。

濃縮テールの劣化ウランはウラン－238が主要成分ではあるがウラン－235を0.2～

0.4％程度含み、最も大きな潜在力を持っている。余剰軍事用高濃縮ウラン(HEU)は、世

界の低濃縮ウラン(LEU)需要のかなりの割合を供給しており、例えば、ロシアの余剰軍事

用高濃縮ウラン500トンの低濃縮ウランへの転換により世界の年間需要の2倍の低濃縮

ウランが供給可能となる。再処理にて回収済、あるいは再処理されていない使用済燃料中

に含まれるプルトニウムによっても、有意な量の資源節約が可能となる。

ロシアと米国の間で、大部分の核弾頭中に存在する高濃縮ウランが不要であり、商用炉

での発電に使用するとの合意がなされた。技術的には、臨界安全、核物質防護、保障措置

上の理由から、現状の燃料サイクル施設で高濃縮ウランを低濃縮とするための混合操作を
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行うことはできない。

米国とロシア両国の政府は、特定の炉での発電に用いるため、余剰軍事用プルトニウム

の大部分をMOX燃料に転換することに合意している。このため、同等の技術に基づいた

MOX燃料加工施設を両国内に建設することが必要となるが、既にそれぞれ34トンの兵

器級プルトニウムをMOX燃料として既存商用プラントで燃焼させる合意がなされている。

14.4 先進的燃料サイクル
第IV世代原子力システムに関する国際フォーラムは、2002年のロードマップにおい

て持続的発展の目標を「……来たるべき世紀に向け、使用済燃料のエネルギー回収のため

のリサイクル利用とウラン－238の新たな燃料への転換により核燃料供給を拡大する。」

(GIF、2002)としている。

この意欲的な目標を達成するため、種々の形式の新型炉と組み合わせた閉じた燃料サイ

クルが検討された。親物質を高速炉中で照射することで、天然ウランの持つ潜在的なエネ

ルギーを完全に利用することができる。例えば、親物質であるウラン－238をプルトニ

ウム－239に変換し、この天然資源を実質上無尽蔵とし得る。

同時に、廃棄物の減容と放射性毒性の低減を図るため、使用済燃料から種々の長半減期

元素を選択的に分離して燃料あるいはターゲットに加工し、特別に設計された原子炉中で

照射することで、発電を行いながら長半減期元素をより短い半減期の元素に核変換するこ

とが可能となる。多くの国際的あるいは各国のプログラムにより先進的な燃料サイクルと

原子炉の開発が進められており、2030年から2040年にかけて実用化されるものと期
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表14.5　2005年末時点における利用可能な核分裂性物質のインベントリー

資源 量(tHM) 等価天然U量(ktU) 供給ポテンシャル
(炉年)*

余剰軍事用HEU 230** 70 420

余剰軍事用Pu 70 15 90

再処理回収Pu 320 60 380

再処理回収U 45,000 50 300

濃縮テールU 450 2,650

貯蔵中の使用済燃料

全世界の供用中
原子力発電所を、
7.5年間にわたり
運転可能な燃料に
相当する。

  * 80%の稼働率の1,000 MWeの軽水炉を仮定
  **残存インベントリー 
  出　典：NEA (2007b)

1,600,000

 200,000
(  1,700 Pu)
(  190,000 U)



待されている。

将来の先進燃料サイクルではウランの消費量は事実上高速炉の数で決まり、核分裂性で

あるプルトニウム－239に加えて、この炉で利用するウランは濃縮する必要はない。ウ

ラン－235の濃度が天然ウランよりも低いウランでさえ利用できるのである。高速炉燃

料サイクルにおいては、従来の燃料サイクルと比較して、天然ウランの需要を最大で60

分の1程度にまで減少させることが可能となる。

14.4.1 高速炉によるリサイクル利用戦略

使用済燃料の再処理によって分離されたプルトニウムは、高速増殖炉で使用することが

できる。この利用法により、ワンススルー燃料サイクルの軽水炉と比較し、天然ウランか

ら生み出されるエネルギーは顕著に増加する。その増加比率は、高速増殖炉の増殖率や燃

料サイクルの各プロセスにおけるロス率など多くの要因に依存する(NEA、2007b)。

フランスの電力会社であるEDFによれば、百万kWの高速炉は使用済ＭＯＸ燃料から抽

出されたプルトニウム約14トン(10トンのプルトニウム－239と等価)を初装荷燃料と

して要し、これは同一容量の軽水炉が炉の寿命中に生産するプルトニウム量にほぼ等しい。

さらに、軽水炉使用済燃料の再処理によって回収されるウランは、高速炉を数千年間運転

するに十分な量である。

完全に閉じた燃料サイクルの最終的なゴールとして、超ウラン元素のリサイクルも考え

られている。図14.1に超ウラン元素の燃焼、核変換を行う場合の高速炉燃料サイクルを

画いている。

このように、閉じた燃料サイクルにおいて高速炉を使用することにより、劇的にウラン

需要量を減少させることが可能となる。さらに、高速炉においては高速中性子が多く存在

することから、熱中性子炉における低速の中性子を用いる場合と比較して、マイナーアク

チニドの消滅に適している。従って、このような燃料サイクルにおいては、地層処分を行

う廃棄物の容量と放射性毒性を顕著に減少させることが可能となる。図14.2(Nakajima,

2006)に、軽水炉ワンススルー燃料サイクルの場合と比較し、1年冷却時の使用済軽水

炉燃料の値を1と規格化した時の高速炉燃料サイクルにおける高レベル廃棄物の長期的な

放射性毒性の変化を示す。
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図14.2では、点線は百万kWの軽水炉を1年間運転するのに必要な天然ウランが持つ放

射性毒性を示している。もし再処理工程で99.9％まで全てのアクチニドを回収すること

ができれば、1,000年後の時点では、軽水炉ワンススルー燃料サイクルと比較して高速

炉燃料サイクルの廃棄物の放射性毒性のレベルは約1/240、燃料を製造するに必要とさ

れる天然ウランと比較して数分の１低くなる。
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燃料加工

再処理

地層処分

U/TRU混合製品

低除染TRU含有燃料

高燃焼度、長サイクル運転
受動的安全性、再臨界防止

高速炉
原子力エネルギーの持続的利用

環境負荷の低減

図14.1　超ウラン元素のリサイクルを行う場合の閉じた燃料サイクルの概念

TRUを含む
燃料

非分離
　プルトニウム

放射性毒性の低減 廃棄物
の減量

軽水炉使用済燃料

1/240 天然ウラン

年
1.E+00

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08 1.E+10

図14.2　軽水炉ワンススルー燃料サイクルおよび高速炉燃料サイクル
オプションにおける高レベル廃棄物の放射性毒性相対値

出　典： Nakajima (2006)

高速炉燃料
サイクルに
おける高レ
ベル廃棄物



プルトニウムのリサイクルは、まず、高速増殖炉で実施することを想定して開発されて

きた。ベルギー、フランス、ドイツ、日本、およびロシアでは、高速増殖炉の研究開発が

活発に行われていた。しかし、高速炉の商用化に向けた開発は多くの理由で1980年代

および1990年代に停滞した。主要な理由は当時のウラン価格では競争力がないと見込

まれたためであった。世界の発電に対して、今後原子力が重要な寄与を続ける、特に、原

子力発電の割合が増加する場合では、プルトニウムが今日ウランが担っているように重要

なエネルギーとなり得る。

現行の燃料サイクルの再考と先進的燃料サイクルの開発状況が相まって、現在、エネル

ギーの持続的供給とエネルギーセキュリティの観点から、幾つかの国では高速中性子炉開

発が再び活発になっている。積極的に高速炉に関する研究開発を行っている国の例を以下

に示す。

・フランスにおいては、ナトリウム冷却の23.3万kWの高速炉であるフェニックス

(Phènix)がマルクールで運転中で、核変換に関する研究開発と材料試験に利用されて

いる。クレイ・マルビルの120万kWの高速増殖炉(Super Phènix)は1985年に発電

を開始したが、1997年に閉鎖された。2006年1月、フランス大統領はCEA(フラン

ス原子力庁)が2020年の運転開始を目指し、第IV世代原子炉の原型炉の設計を開始す

ることを発表した。2006年12月、CEAは2020年運転開始の目標となっている第IV

世代炉の設計仕様を2012年までに選定することを決定した。この原型炉に関して、

新たな世代のナトリウム冷却炉が有力な候補となっている。また、並行してガス冷却高

速炉も代替案として設計を進めることとしている。原型炉は、高レベル廃棄物と長半減

期廃棄物を最小限とする先進的なリサイクル利用を実証するとの使命も持っている。原

型炉は、25～80万kWの規模となる見込である。

・日本では、高速増殖炉(FBR)を商用化すべく開発を加速させている。FBR実験炉“常

陽”は1977年から運転され、高速炉“もんじゅ”は2008年末に運転再開される予

定である。また、FBR実証炉の2025年の試験開始を目指し、2007年7月三菱重工が

2015年までの設計を日本政府より受託した。

・ロシアは高速炉開発に非常に積極的であり、次世代のMOX燃料高速炉の建設計画を持

っている。現在60万kWの高速増殖炉“BN-600”が運転中である。より大きな80万

kWのBN-800が、BN-600のリプレースとして、2012年の運転開始を目指し建設中

である。将来、さらにBN-1800を2020年頃に運転開始する計画がある。

・英国では、英国原子力庁(UKAEA：UK Atomic Energy Authority)によって幾つか

の実験炉および原型炉が運転されていた。ナトリウム－カリウム合金であるNaK冷却

1.5万kWのドーンレイ高速炉(DFR：Dounreay Fast Reactor)が1959～1977年、

25万kWの原型高速炉(PFR：Prototype Fast Reactor)は1974～1994年に運転

されていた。

・米国でも、幾つかの原型炉が運転されていた。現在、米国は、商用炉の使用済燃料から

分離したプルトニウムとマイナーアクチニドを燃焼することが可能な先進燃焼炉
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(ABR：Advanced Burner Reactor)を含む全燃料サイクルの研究を行う、国際原子

力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)を推進している。

14.4.2 核種分離

再処理と熱中性子炉および/または高速増殖炉における核分裂性物質のリサイクル利用

は、価値あるものを棄て去らずに天然ウラン資源の有効利用を図るものである。このよう

な施策は、深地層処分される放射性廃棄物の減容と放射性毒性の低減化により、放射性廃

棄物管理上も非常に効果的と考えられる。

地層処分を必要とする放射性廃棄物の減量のための更なる対策としては、非常に長い半

減期を有する不要な放射性同位体を選択的に分離し、毒性を減少させるように処理するこ

とである。この方法を“分離変換”と称し、分離した核種は特別に設計された原子炉中で

破壊するか、非常に高い耐久性を持つ特別な基盤材(マトリックス)の中に閉じこめられる。

この方式の主な対象核種は、アクチニドとしてネプツニウム、アメリシウム、キュリウ

ム、長半減期核分裂生成物としてヨウ素、テクネチウム、セシウムである。この処理の目

的は、放射性廃棄物が危険性を持つ期間を短縮する(数百年まで短縮)するとともに、放射

性同位体の発熱量が深地層処分場内における廃棄物の処分密度の決定要因であることを踏

まえ処分場概念を最適化することにある。

“核種分離”は、目的とする放射性核種を分離する核種プロセスを示している。これら

のプロセスは、地層処分される廃棄物における分離対象核種の残存量を十分に低いレベル

とすると同時に、核変換処理を行う上で障害となる核変換ターゲットを作成する核種分離

製品への親物質(例えばウラン)の混入を十分に少なくするような分離効率が求められる。

米国の研究(Laidler, 2007)によれば、超ウラン元素とセシウムを99.9％分離すること

により、使用済燃料の直接処分と比較し処分場の容量を200倍近く有効に利用すること

が示された。

核種分離には、主に2種類のプロセスが使用される：湿式および乾式(熱化学)法である。

もっとも一般的な湿式プロセスは、PUREXプロセスである。PUREXプロセスの種々の

派生プロセスは良く研究されており、長い間商用再処理に使用されてきた。これ以外に湿

式プロセスとしては、フランスで開発されているCOEXプロセス、米国で開発されている

UREX＋プロセス、標準的な抽出プロセスと組み合わせて使用される核分裂生成物とマイ

ナーアクチニドを分離するDIAMEX-SANEXプロセスがある。

フランスのマルクールに在るCEAのAtalante研究施設におけるパイロット規模での連

続操作のホット試験は、PUREX法を用いて99％のネプツニウムとヨウ素、95％以上の

テクネシウムの回収が可能であることを実証した。アメリシウムとキュリウムの回収には、

それぞれ99.9％の回収率を達成する新たな抽出剤の開発が必要である。セシウムについ

ては、核分裂生成物溶液から回収率99％で分離することが可能な新しい抽出剤が開発さ

れている(Courtois, 2006)。フランスにおいては、元々は1991年のバタイユ

(Bataille)法によって、さらにより詳細な内容で更新された2006年6月の法律によって、
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核種分離に関する法律要件が示されている。先進的な核種分離プロセスは2012年まで

に評価され、2040年までには第IV世代高速炉の工業規模技術として実証、その段階で

フランスのラ・アーグ再処理施設の建替に使う計画となっている。

乾式(熱化学)法による核種分離技術は、当時開発が進められた高速炉金属燃料の再処理

法として、1952年にアメリカ国立アルゴンヌ研究所(ANL)で積極的に開発が開始された。

湿式法と比較して乾式(熱化学)法はプラント規模が小規模ですみ、標準的な燃料よりター

ゲット状のリサイクル物質の処理に適していること、また高燃焼度、短期冷却燃料処理が

可能であることなどにより、1990年以降、廃棄物処理としての分離・核変換への新た

な関心が高まるなかで乾式法の研究開発が増加した。

乾式(熱化学)法は、2つのグループに分類できる：揮発性のような物理的性質の相違に

よるプロセス、および電解精錬など化学反応性の違いに基づくプロセスである。乾式(熱

化学)法は、再処理技術として適用分野が異なることから、湿式法を補うものと考えるべ

きである。乾式(熱化学)法は、要求条件によって長所を発揮すると考えられるような際に

用いられるべきであり、例としては、短期冷却燃料、硝酸に溶けにくい燃料などの処理、

あるいは原子炉－再処理－リサイクル燃料加工の統合施設中のプロセスなどである。

14.4.3 核変換

核変換とは、放射性核種を別な核種に変換することであり、主に中性子照射によって行

われる。燃料サイクルにおける核変換の目的は、長半減期のアクチニドあるいは核分裂生

成物を短半減期の核種に変換し、処分場へ送られる廃棄物を数百年程度で無害化すること

である。核変換に必要な中性子束は、原子炉(高速炉が望ましい)あるいは加速器駆動シス

テム(ADS)によって得られるものが用いられる。原子炉では、炉心で一旦臨界に達した

後は、核分裂性燃料の自己継続的な核分裂によって中性子が生み出される。ADSにおい

ては、加速器によって生み出された高エネルギーの陽子ビームが重金属ターゲットに当た

り、核破砕によって中性子のシャワーを生させ、さらにこの中性子が未臨界炉中における

核分裂によって増倍される。しかし、一旦加速器が切られると、核分裂反応は停止する。

核変換炉の燃料としては、在来炉から排出された長半減期の廃棄物を混合したウラン、プ

ルトニウムあるいはトリウムをベースとした燃料のいずれも使用可能である。

表14.6に、熱中性子炉と高速炉における主要なアクチニド4種の核変換の能力を示す。
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表に示された理由から、原子力産業では、マイナーアクチニドの核変換は、ほとんど高

速炉のみによって実施されるものと考えられている。マイナーアクチニド核種は原子炉の

中性子パラメータに影響を及ぼすため、燃料への混入率には制約がある(高速炉で約3～

5％)。

マイナーアクチニドの核変換のため、二通りのリサイクル方式が研究されている：均質

リサイクルと非均質リサイクルである。均質リサイクルにおいては、マイナーアクチニド

を燃料のプルトニウムと混合する。この方式では、すべての原子炉が高速炉とすると燃料

中の平衡マイナーアクチニド濃度は約1％(アメリシウム0.8％、キュリウム0.2％)とな

る。

非均質リサイクルにおいては、マイナーアクチニド(特に、アメリシウムおよびキュリ

ウム)とプルトニウムはサイクルと原子炉中で別々に取り扱われる。この方式には、二つ

の可能性が存在する。一番目の方法では、アメリシウムとキュリウムを特別なターゲット

燃料として高速炉中に置く。二番目の方式においては、専用の原子炉でマイナーアクチニ

ドをリサイクル(「ダブル･ストラータ戦略〔階層的なリサイクル方式〕」)し、マイナーア

クチニドは燃料サイクルの中で発電炉とは全く別に取り扱われる。この燃料はプルトニウ

ムに50％以上のマイナーアクチニドを混合したものとなり、外部中性子源を持つADSタ

イプの未臨界炉で使用される。

ADSシステムは、例えば欧州フレームワーク研究プログラムなどの野心的研究計画に

おいては、未だ概念あるいは可能性の実証段階にある。本分野の研究は、燃料(高濃度の

アメリシウムとキュリウムを含む)、加速器の信頼性、核破砕中性子源の設計と性能向上

に焦点が当てられている。表14.7に、種々のリサイクル方式が新燃料および使用済燃料

の特性に与える影響(相対値)を示す。
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表14.6　PWRと高速炉における核変換能力

核変換方式 

PWR－MOX 高速炉 高速炉中の
ターゲット燃料として

Φ=2.5×1014n/cm2・s 
T=1,500ENPD* 

Φ=3.4×1015n/cm2・s 
T=1,700ENPD*  

アクチニド 核変換率 核変換率 核変換率

237Np 46% 63%  100%
241Am 70% 69%  100%
243Am 65% 63%  100%
244Cm 44% 50% ‒

* 等価標準原子炉出力日
出　典：Carcenne (2006) 



長半減期の核分裂生成物の核変換は、より困難であることが判明している。特別な設計

を行うことにより、半減期をテクネチウムで約20年、ヨウ素で30～40年に短縮するこ

とも可能である。しかし、これらの核分裂生成物の90％減少させるためには、少なくと

も3回の再処理を行い、ターゲット燃料として数回リサイクルしたうえで、60～120年

の照射期間が必要となる。これらのことを考えると、長半減期核分裂生成物の核変換を実

用的に実施することは簡単ではないことがわかる。

14.4.4 CANDU燃料としてのDUPIC概念

大多数の原子力発電所は濃縮ウラン燃料を用いる軽水炉であるが、天然ウランを燃料と

して用いるCANDU型原子炉も相当な基数が建設されている。CANDU炉は、理論的には

燃料として使用済軽水炉燃料を利用可能である。

使用済軽水炉燃料を(冷却後)脱被覆してCANDU炉に合った新燃料集合体に成形加工す

る、DUPIC(direct use of used PWR fuel in CANDU reactors：使用済軽水炉燃料

のCANDU炉における直接利用)概念が提案されている。この概念の大きな利点の一つは、

使用済燃料の成分を分離する必要がない点である。使用済DUPIC燃料は、50年冷却した

後地層処分される。

反面、使用済軽水炉燃料は放射能が非常に高く、重遮へいで遠隔操作が可能な取り扱い

施設が必要となる短所もある。使用済燃料粉の取り扱い時には汚染が発生する課題があり、

リサイクル施設に特別な配慮が必要となる可能性がある。結局、このリサイクル法によっ

て製造された燃料は、使用済軽水炉燃料と同様の放射能を有するため、輸送および炉心へ

の燃料装荷の操作において、この点を考慮した設計を必要とする。

CANDU炉の開発が行われてきたカナダおよび4基のCANDU炉を運転中の韓国は、
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表14.7　標準MOX燃料サイクルと比較した、新燃料および使用済燃料の特性に与える
種々のリサイクル方式の影響

原子炉の形式 PWR 高速炉(EFR) ADS

リサイクル方式 Pu(MOX) 
Pu+マイナー
アクチニド

(MIX) 
Pu 

Pu+マイナー
アクチニド

マイナー
アクチニド
(ターゲット) 

マイナー
アクチニド

使用済燃料（再処理時）

崩壊熱 1 × 2  1  2 ‒ × 70

中性子源 1 × 130  1 × 2 ‒ × 200

新燃料 （加工時）

崩壊熱 1 × 3 0.5 x 2.5 × 80 × 90

中性子源 1 × 8,000 1 × 150 × 5,000/
× 10,000 × 20,000

出　典：Garzenne (2006)



1991年共同でこの概念の研究開発をスタートした。1986年に照射された35.5GWd/t

の燃焼度の使用済燃料を用い、燃料加工作業が2000年1月韓国で開始された。最初の

12本の小型燃料棒が韓国原子力研究所(KAERI)によって製作され、現在、HANARO研

究炉で照射試験中である。また、フルサイズの燃料棒は加工途上にある。

14.4.5 トリウム・サイクル

トリウムは、ウランより豊富に天然に産出する鉱物である。現在、USD80/kg以下の

コストで採取可能な資源量は約二百五十万トンと推定されている(WNA,2007)。これ以

外の資源も確認されてはいるが、市場と需要が無いため評価は殆ど行われていない。天然

のトリウムは、単一の同位体であり核燃料親物質でもあるトリウム－232で構成されて

おり、低速の中性子を吸収して核分裂性のウラン－233を生み出すことができる。

トリウム燃料サイクルに関する基礎研究は、ドイツ、インド、日本、ロシア、英国およ

び米国で行われてきた。トリウム燃料を高燃焼度まで照射する試験が行われ、幾つかの試

験炉が部分的あるいは全てトリウム燃料によって運転された。また、主な燃料を高濃縮度

のウラン燃料としつつ、トリウム燃料を発電炉中で使用する経験も得られている。しかし、

インドにおいて長期的な観点から国内トリウム資源利用に着目して計画された研究開発プ

ロジェクトを例外として、トリウム燃料サイクルに関する研究開発プロジェクトは

1980年代に終了した。

トリウム燃料を使用した原子炉は軽水炉と同様に炉心管理は容易であり、燃料の燃焼度

を高め長寿命炉心の達成も可能であるが、ウラン－プルトニウム燃料を使用する場合より

炉停止後の反応度上昇や崩壊熱が高いことが示されている。種々の研究により、同一の条

件の下で、トリウム燃料サイクルの使用済燃料の放射性毒性の総量が、標準的なウラン－

プルトニウム燃料サイクルより低いことが判明している。

しかし、標準的なウラン－プルトニウム使用済燃料の場合と比較して、使用済トリウム

燃料の再処理は難しく、工業規模での閉じたトリウム燃料サイクルについては更なる実証

が必要である。

14.4.6 放射性廃棄物管理との関係

NEAは15種類の燃料サイクル方式を比較し、放射性廃棄物管理と処分への影響をまと

めた報告書を近頃出版した(NEA、2007a)。PWR(ウラン酸化物燃料を用いるEPRタイ

プの加圧水型炉)のワンススルー燃料サイクルを基準として、幅広い種々の燃料サイクル

が考慮された。その結果、廃棄物の放射能はアクチニドの除去が行われるか否かに大きく

左右され、燃料サイクルの方式によっては放射能レベルを二桁程度減少させることが可能

なことが示された。

使用済燃料の崩壊熱は、地層処分場において廃棄物の処分密度を決定する主要なパラメ

ータである。リサイクルを含む完全に閉じた燃料サイクルから発生する高レベル廃棄物の

崩壊熱は、軽水炉ワンススルー燃料サイクルにおける崩壊熱よりかなり低くなり、廃棄物

処分のための地下坑道を著しく小さなものとすることが可能となる。50年の冷却期間で
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あれば、検討した各種燃料サイクルにおける崩壊熱の差は4倍の範囲である。しかし、

200年冷却後においては、マイナーアクチニドの核変換を行うとワンススルー燃料サイ

クルと比較して崩壊熱は30分の1となる。結果的に、200年を超す冷却期間を設けるこ

とにより、必要な処分場スペースをさらに削減させることが可能となる。処分場の大きさ

を決定する他の要因としては、当然のことであるが、廃棄物の容量がある。この減容は、

リサイクルを実施し、閉じた燃料サイクルを採用した場合において著しい。放射性廃棄物

の減容と発熱量の減少は共に処分コストを大きく削減する効果があり、マイナーアクチニ

ドの燃焼を含む完全に閉じた燃料サイクルを採用することにより、ある定まった規模の廃

棄物処分場において、より多くの発電により発生した廃棄物を受け入れることが可能とな

る。

再処理を含む燃料サイクルから発生した高レベル廃棄物の処分に伴う被ばく量は、ワン

ススルー燃料サイクルにおける場合の約8分の1となる。この被ばく量の減少は、再処理

の過程において廃棄物からヨウ素が分離されることに起因する。もしヨウ素が処理後に同

じ処分場で処分されるとすれば、短期間においては全ての燃料サイクルのシナリオでほぼ

同様の被ばく量となる。完全に閉じた燃料サイクルから発生する廃棄物に含まれるアクチ

ニドは少ないことから、長期間を考えた場合において被ばく総量は減少する。

燃料サイクルの総費用において廃棄物処分費の占める割合は小さいことから、廃棄物処

分費は、平均発電コストに大きな影響は与えない。平均発電コストは、発電所建設の資本

費が最も比率が高く、次いで運転、保守費である。廃棄物処分費を含む燃料サイクルの総

費用は、15％程度を占めるにすぎない。
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終わりに

エネルギーはわれわれの良質な生活にとって必須である。エネルギー需要は人口が増え、

生活水準が向上するにつれ、衰えず上昇し続ける。信頼できるエネルギー専門機関の予測

によると、各国政府の現状の政策に基づくと2050年までには世界のエネルギー需要は

現状のおよそ2.5倍になる。エネルギーの中でもっとも柔軟で洗練されている電力需要は、

少なくとも同じ速度で増えると考えられる。この需要の相当部分は化石燃料でまかなわれ

ることとなろうが、それは、エネルギー資源を争っている世界において、気候変動やエネ

ルギー供給保障や高騰する価格のゆえに、ほとんど例外なく受け入れがたいと考えられて

いる道筋である。

気候変動による脅威に立ち向かうために必要な行動についての信頼できる評価は、この

問題に対応するのがいかに大変な課題となるかを示している。すなわち、炭素排出を、

2050年までに今日の半分以下に低減する必要があるが、その2050年にはエネルギー

需要が今日の倍以上になってしまっているのである。

原子力エネルギーは気候変動、エネルギー供給安全保障とコストのすべての問題に対し

て助けになることは疑いもない。原子力はその生涯にわたってほとんど炭素フリーという

特質があり、この点ではほとんどの再生可能エネルギーと同等あるいは勝っている。原子

力の燃料は広範囲の国々から入手できるものが利用されており、しかも主要な産出国は政

治的に安定した地域にある。原子力発電コストは、ウラン価格に対して比較的影響を受け

にくく、エネルギー価格を安定化させる効果を持っている。このような利点にもかかわら

ず、原子力に対しては異論が多く、その多くの議論では、賛成であろうと反対であろうと

感情と事実がせめぎあっている。

この書では、原子力について、今日のそして近い将来の貢献と2050年までの可能性、

また原子力が直面している今日のそして明日の挑戦と、どのようにしてこの挑戦に立ち向

かっているか、さらには将来において技術がどのように発展するかを検討してきた。その

意図は、事実の分析を提供し、論争となる課題をバランスの取れた展望の中で扱い、それ

により政策決定者が自身の判断をできるようにすることである。

多くの状況で原子力は他の発電源に対して優位であるが、炭素排出にペナルティを与え

る仕組みができるともっと有利になる。しかし、自由化した市場では、投資家は依然とし

て疑心暗鬼である。資本費が大きいことは不利である。投資家が考えるリスクは、多くの

政府の政策につきものの不確かさ、将来の炭素コストの仕組みと価格の不確かさ、規制要

求の変化における不確かさ、建設期間とコストの不確かさや、公衆の態度の影響について

の不確かさに見出されている。

市場や技術そして規制の変化は世界中で起きてきている。より確かな規制や設計評価に

ついての国際協力とより予測可能な計画プロセスに向けての進展は、プロジェクトの実施

期間とリスクを減らし、投資を促す。原子力の寄与を拡大する最適な道筋は、原子力技術

の国際性の高まりを認識し、産業、規制、政策レベルでの協調を必要とする。NEAはこ

のグローバルなアプローチの中で、ちょうどよい位置を占め、指導的な役割を担い続け
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るのに適している。

前進するために政府は何ができるのだろうか？多分第一にそして最も重要なことは、

「汚染者負担原則」を制定し、二酸化炭素排出コストをエネルギーコストの中に内生化す

る現実的な方法を作り上げることであろう。このような仕組みは長期にわたって設定され

なければならず、そうでないと発電、いや実際上他のエネルギー関連大規模投資について

も必要な確実性がないことになる。将来の炭素価格についても、少なくとも最低価格の合

理的な確かさが必要であろう。これにより、温室効果ガス排出を緩和するすべての手段や、

エネルギー効率向上、原子力、再生可能エネルギー、さらには炭素吸収･貯蔵技術やCO2
を排出しない原料からの水素製造技術などの開発が促されることになる。京都議定書のフ

ォローアップが明らかに全体の要である。現在の議定書による柔軟性メカニズムは、炭素

吸収･貯蔵や原子力といった主要なベース・ロードの発電技術を除外している。将来の柔

軟性メカニズムは炭素排出削減に、より大きな貢献ができるこれらの技術をきちんと認識

すべきである。

多くの先進国では、科学技術の訓練は一般に必要水準よりずっと下のレベルに落ち込ん

でしまっている。原子力産業も例外ではなく、従業者は老齢化し必要な技能者は払底して

いる。必要な訓練を促す手段が求められる。技術や物資が軍事あるいはテロリストの目的

に流用され悪用されることを防止する仕組みは、これまでおおむね成功してきたが、これ

を強化しようとする国際的な努力は注目に値する。各国政府はこの点に関し明らかな役割

を持っている。また同時に高レベル廃棄物の処分を進める上でも主要な役割を担っている。

産業界にも役割がある。原子力施設の安全な稼動の継続は必須である。メディアや公衆

は敏感で、どんな場所で、どんな事象が起こっても、それがある程度重要なものであれば

国際的な産業に影響を与える。たとえ、この書でも述べているように、他の発電エネルギー

と比べての原子力の相対的なリスクについて公衆の危惧が思い違いであるにしても、安全

成績は申し分の無いものであらねばならない。原子力産業の透明性は過去において必ずし

も常に十分であったわけではなく、それが信頼を損ねてきた。誠実さと透明性についての

方針は強化、維持されねばならない。規制者の役割はここにあり、公の独立の専門家とし

て、公平かつ均衡をとって、すべての事象の真の重要性を説明する義務がある。公衆の考

え方は、高レベル廃棄物の処分施設の整備を進める上でのこれまでの失敗にも影響されて

おり、進展を図る必要がある。

公衆の認識問題はいっそう複雑である。公衆は原子力の利点について特に高く評価して

いるわけではなく、その利点が理解されない限り、欠点に対しては想像上であれ現実のも

のであれ寛容でありようがない。多くの国で産業も政府も信頼できる情報の提供者として

信用されているわけではないという証拠があり、特に難しい問題である。社会は、知識を

蓄積しつつあり、公衆の参加も進んできている。もし原子力が世界が直面しているこの深

刻なエネルギー問題に応えて拡大するとなれば、政治家と産業界とこのような社会との間

の関係がますます重要となるであろう。

世界のエネルギー問題の解決は容易である(エネルギー効率の膨大な増加であれ、再生

可能エネルギーの莫大な拡大であれ、原子力やいかなる他の手段への大量の依存であれ)
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と主張する人々は、その主張を支持する明らかな事実を提供するよう厳密に調べることを

求められなければならない。自身の主張する思いのうちどれかが問題を解決するだろうと

いう希望を持つだけでは十分ではない。証明されるまで待つとするなら、そうならない場

合遅すぎることになる。公衆は、政治家やそれを支持するグループの主張が健全で真の解

決をもたらすかどうかについて信頼のおける実証を要求するべきである。信頼でき環境的

にも優しいエネルギーを妥当な価格で供給することは、われわれの社会にとってあまりに

も重要であって、見込みや思い込みに頼るわけには行かない。

原子力は、このエネルギー問題の解決に大きな役割を果たすことができるであろう。成

熟した技術であり、世界の電力の16％、OECD先進国の電力の23％を提供していて、

技術的なブレークスルーを待っているわけではない。今日の原子炉は十二分以上のもので

あり、明日のそれは確実にもっと良いものになる。また、電力供給だけでなくより多くの

エネルギー需要をまかなうべく拡大していくことによって、もっと多くを成すことができ

るだろう。ウランと原子力技術は、大量のエネルギーを、おおむねCO2フリーで、長期

にわたって供給するために利用可能であり、熱や飲料水を供給したり輸送用の水素を生産

したりするためにも利用できる。現在の状況では無視できない技術である。それはどの社

会、どの状況においてもという訳には行かないだろうが、原子力が成し得る貢献を採用し

ない場合は、合理的な根拠を実証的に示す必要がある。どのように代替手段が需要を満た

し、どれ程より良いかという正当な疑問に対して、根拠のある答えを求めるのは当然であ

る。本書は、そのような議論に対する情報提供のため、長期に利用できる質の高い材料を

提供することを意図しており、NEAの50周年を記念するのに適したものである。

409





補遺





補遺1 世界の原子炉

本補遺では世界の原子炉に関する情報を示す。操業中、建設中、及び恒久的に閉鎖、に

分類されている。
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表A1.1　操業中の原子炉

国名／経済圏
炉型 合計

(基数)
合計

(MWe net)PWR BWR PHWR GCR LWGR FBR

米　国
フランス
日　本
ロシア連邦
ドイツ
韓　国
ウクライナ
カナダ
英　国
スウェーデン
中国
スペイン
ベルギー
中国台北（台湾）
インド
チェコ共和国
スイス
フィンランド
スロバキア共和国
ブルガリア
ハンガリー
南アフリカ
ブラジル
メキシコ
ルーマニア
リトアニア
アルゼンチン
スロバキア
オランダ
パキスタン
アルメニア
合　計

69 35 104 100,582
58 1 59 63,260
23 32 55 47,587
15 15 1 31 21,743
11 6 17 20,470
16 4 20 17,451
15 15 13,107

18 18 12,589
1 18 19 10,222
3 7 10 9,014
9 2 11 8,572
6 2 8 7,450
7 7 5,824
2 4 6 4,921

2 15 17 3,782
6 6 3,619
3 2 5 3,220
2 2 4 2,696
5 5 2,034
2 2 1,906
4 4 1,829
2 2 1,800
2 2 1,795

2 2 1,360
2 2 1,300

1 1 1,185
2 2 935

1 1 666
1 1 482
1 1 2 425
1 1 376

265 94 44 18 16 2 439 372,202
表A1.1、A1.2及びA1.3の注記：
CANDU炉は、PHWRに含まれる。RBMK炉はLWGRに含まれる。
BWR：沸騰水型炉　
GCR：ガス冷却炉　
LWGR：黒鉛減速水冷却炉
PWR：加圧水型炉
PHWR：加圧重水炉
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表A1.2　建設中の原子炉

国名／経済圏
炉型 合計

(基数)
合計

(MWe net)PWR BWR PHWR GCR LWGR FBR

韓 国
中 国
ロシア連邦
インド
中国台北（台湾）
日　本
ブルガリア
ウクライナ
フィンランド
フランス
米　国
イラン
スロバキア共和国
アルゼンチン
パキスタン
合　計

6 6 6,540
6 6 5,220
5 1 1 7 4,724
2 3 1 6 2,910

2 2 2,600
1 1 2 2,186
2 2 1,906
2 2 1,900
1 1 1,600
1 1 1,600
1 1 1,165
1 1 915
2 2 870

1 1 692
1 1 300

31 3 4 0 1 2 41 35,128
注：ロシア連邦のデータには各32MWeの２基の小型ユニットが含まれる。
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その他の原子炉型

表A1.3　恒久的に閉鎖した原子炉

国名／経済圏
炉型 合計

(基数)
合計

(MWe net)PWR BWR PHWR GCR LWGR FBR Others

米　国

ドイツ

フランス

ウクライナ

英　国

ブルガリア

イタリア

スウェーデン

リトアニア

ロシア連邦

スペイン

スロバキア共和国

カナダ

アルメニア

日　本

オランダ

カザフスタン

ベルギー

合　計

12 10 1 2 1 2 28 9,764

9 5 1 2 1 1 19 5,879

1 8 1 1 11 3,798

4 4 3,515

23 2 1 26 3,324

4 4 1,632

1 2 1 4 1,423

2 1 3 1,225

1 1 1,185

2 3 5 786

1 1 2 621

1 1 2 501

2 1 3 478

1 1 376

1 1 1 3 297

1 1 55

1 1 52

1 1 10

33 21 5 38 8 6 8 119 34,921

炉型 合計基数

重水減速ガス冷却炉 3

重水減速沸騰軽水冷却炉 3

有機物減速型原子炉 1

液体金属冷却黒鉛減速炉 1



補遺1 参考文献

IAEA (2008), Power Reactor Information System, PRISM database,
International Atomic Energy Agency, www.iaea.org/programmes/a2/.

NEA (2008), Nuclear Energy Agency, OECD, Paris.
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補遺2 世界の地域の定義

本書における国の範囲は、IEA出版のワールド・エナジー・アウトルックと一致するよ

う、NEAによって定義されたものである。

インド及びロシア連邦はここでは個別に取り扱われており、また最初の7つのグループ

に属していない国々については、「その他の諸国」として分類されている。

NEAによって定義される8つの地域の範囲は以下の通りである。

OECD北米

カナダ、メキシコ、米国

OECD欧州

オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイ
ツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、
オランダ、ノルウエー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア共和国、スペイン、スウ
ェーデン、スイス、トルコ、英国

OECD太平洋

オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランド

インド

中国

ロシア連邦

移行経済国

アルメニア、ベラルーシ、ブルガリア、クロアチア、エストニア、グルジア、カザフス
タン、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、スロバキア、ウクライナ

その他の諸国
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補遺3 仮定についての詳細と代表的なシナリオの結果

第3章で言及したように、将来の全一次エネルギー供給(TPES)と世界の電力需要の想

定される傾向が、広範囲にわたってモデル化されている。これらのモデルは、おおむね

2030年まで、場合によっては2050年までの期間をカバーしている。これらのモデル

の大部分は、現存する政策は概して不変のままであるとの仮定に基づいて、将来の世界の

エネルギー利用の基準線ないし参照・シナリオを提示している。したがって、基準線シナ

リオは「BAU：平常通りの業務」の場合を表している。つまりモデルが評価するのは、

現行の政策に起こり得る変化がこの基準線シナリオに与え得る影響であり、通常は、一連

の「起こりえる事態は？」に応えるシナリオを作成することにより行われる。これらのシ

ナリオは、一般的には、連続した変化よりもむしろ、異なった不連続の仮定のセットによ

り構成されている。

NEAは、6つのシナリオのセットを使用する事とした。それらは：

2030年までの評価

・国際エネルギー機関 (IEA)・世界エネルギー展望 2006 (WEO).

・米国エネルギー省, エネルギー情報局 2007 (EIA).

・国際原子力機関 2005 (IAEA).

・世界原子力協会 2005 (WNA).

2050年までの評価

・国際エネルギー機関 (IEA)・エネルギー技術展望 2006 (ETP).

・気候変動に関する政府間パネル 2000 (IPCC).
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この補遺では、これらのシナリオとその結果を支える仮定について更なる情報を提供す

る。これらのシナリオは、表3.2と3. 3に定義されている。ただし、例外として比較のた

めに含めたEIA の3と EIAの 4では、2030年の石油価格について、それぞれ、低い場合

(バレル当たり34米ドル)及び高い場合(バレル当たり100米ドル)の仮定を行っている。

以下の仮定と結果の表では、表A3.1にまとめた略語を使用している。
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GDP 毎年の国民総生産（単位：兆(1012) 2000 米ドル）、購買力平価

GDP AGR GDPの年間成長率(%/年) 

Oil price 2005年の原油輸入価格 (米ドル/バレル) 

Population 世界人口（単位：百万）

Pop AGR 人口の年間増加率 (%／年) 

Tech progress 技術進歩の全般的な速度と程度(緩やかな進歩、急激な進歩)

CCS and/or Ren 炭素回収・貯留技術と再生可能エネルギー技術の成功 

Adv nuclear 先進的原子力技術の成功

AGR of EI エネルギー強度の年間成長率 (%/年) 

AGR of CI CO2 強度の年間成長率(%/年) 

Climate CC 気候変動に関する社会・政治的関心

CO2 penalty CO2 排出に対する世界的なペナルティー制度

CO2 EM 世界のエネルギーに関連する CO2 排出量(Gt) 

Energy SC エネルギー・セキュリティーに関する社会政治的関心

P-Energy DM 世界の一次エネルギー需要 (Mtoe) 

Elec DM 世界の電力需要 (TWh) 

Nuclear track record 原子力エネルギーシステムの研究開発の成功、及び建設と運転経験

PA for NPPs 原子力発電プラントに対する政治的及び公衆的受容

Np 一次エネルギーとして表した原子力需要(Gtoe) 

Ne 原子力発電量 (TWh) 

Nc 原子力発電設備容量 (GWe)

表 A3.1　略語と単位

マクロ経済

技術革新 

環境

エネルギー

原子力エネルギー

原子力エネルギーに対する予測 
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補遺4 エネルギー分野における苛酷な事故
(シビアアクシデント)の比較分析

いかなる人間の活動もゼロリスクではないことを前提としながらも、政策決定者やその

他の関係者はしばしば異なるエネルギー源におけるリスクの比較分析を要求する。これは

大変難しい課題であるが、それは特に災害やその被害のデータは均質ではなく、OECD

諸国における水力や原子力のようなエネルギー分野での苛酷な事故(シビア・アクシデン

ト)の経験はごくわずかであるためである。

この課題への最も包括的なアプローチ手法の一つは、1990年代初めからENSAD(エ

ネルギーに関するシビア・アクシデント・データベース)に基づいてスイスのポール･シェ

ラー研究所(PSI)で開発された。この補遺ではPSIによるエネルギー分野のシビア・アク

シデントの分析の概要について述べる。この分析の範囲は単に発電や熱供給プラントでの

事故に限定されておらず、総てのエネルギー供給チェーンを対象にしている。すなわち事

故は、探鉱から採取、精製、貯蔵、輸送、最終的には廃棄物の処理までのすべての段階で

起こる可能性がある。分析においては、このような広い観点が必須である。つまり、化石

燃料によるエネルギー供給チェーンにおいては、発電所での事故はそのほかの段階での事

故に比べると少なく、発電所だけの分析では現実を過小評価することになる。

文献では、何がシビア・アクシデントなのかに関して、一般的に受け入れられている定

義は見出せない。ENSADデータベースでは、次の結果のひとつ以上をもたらす事故をシ

ビア・アクシデントと考えている：5人以上の死者、10人以上の負傷、200人以上の避

難者、1万トン以上の炭化水素の放出、25平方キロ以上の土地や水面の強制浄化、食品

消費の大規模な禁止、5百万ドル(2000年の価値で)以上の経済的損失などである。死亡

者数は一般にもっとも信頼できる指標とみなされていて、以下に示される結果はこの指標

を中心にしている。

原子力発電の場合では、統計的に意味のある過去の記録がないので、確率論的安全評価

(PSA)の適用が必要となる。OECD加盟諸国ではシビア・アクシデントに分類される事

故はこれまでひとつもなく、非OECD加盟諸国でたった1回(チェルノブイリ)しかなかっ

たからである。仮想的な原子力事故による被害はPSAの技術により分析されている(囲み

内参照)。

原子力規制の関係者は一般に、PSAは設計変更の安全性への影響を評価するための強

力な道具であるとみなしている。しかしPSAの結果である絶対値そのものには、ほとん

ど重要性はないものとみなしている。
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確率論的安全評価

確率論的安全評価(PSA)とは原子力発電所のような複雑なシステムにおける

リスクを評価するのに使われる系統的かつ総合的な技法である。また複雑な技

術を利用する他の産業、例えば化学産業、民間航空や飛行機製造などでも使わ

れている。PSAは原子力発電所の設計と運転の両方の段階で、苛酷な炉心損傷

や放射能放出となりうる考えられる故障と事象の順序を見つけて分析するため

に用いられる。PSAでは次の三つの疑問を投げかける：

・炉心を損傷することになりうる最初の故障と連続した事象の順序とは何か？

・炉心損傷と、場合によっては発生し得る放射能放出は何を結果としてもたら

すか？

・これらの事象の起こりやすさはどの程度か？

PSAはすべての予測される故障の確率と結果を数値的に評価し、それぞれの

リスクを決定する。起こりうるシステムの故障の分析とは、人間の信頼性の評

価や共通要因故障(いくつかの系統で同時に故障した場合の影響を見る)を含んで

いる。PSAは、プラントの内部で発生する事象と外部事象の両方、さらに運転

中だけでなく停止中についても考慮する。内部で発生する事象は部品の故障や

人間の過誤を含み、外部で発生する事象は地震のような自然災害と、飛行機の

墜落のような人間の活動による(人為的)事象を含んでいる。その分析の結果は、

入力の信頼性データと考慮している故障の包括性に依存するので、必ずしも正

確に事象発生確率を予測していると考えるべきではない。
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A4.1 ENSADの内容
ENSADデータベースには現在、18,706のすべての種類の事故の記録が入っていて、

その88.4%は1969年から2000年に発生したものである。この期間内に6995件の事

故が5人以上の死亡をもたらし、その39.5%は自然災害であり60.5%は人為事故である。

後者はさらに1870のエネルギーに関連する事故(44.2%)と2363のその他の人為事故

(55.8%)に分けられる。

図A4.1は1969年から2000年の総ての分類の自然災害および人為的なシビア・アク

シデント(5名以上の死亡)による死者数を示していて、総数で約340万人に上る。うち

90%以上が自然災害の犠牲者で約10%が人為的なシビア・アクシデントによる犠牲者

である。この人為的なシビア･アクシデントの37%がエネルギー関連の事故である。

事故ではない最大の災害としては、1970年のバングラデシュでの嵐と洪水の大惨事

(死者30万人)、次いで1976年の中国での唐山地震(29万人)と1983年スーダンにおけ

る干ばつと内戦(25万人)である。それに比較して、最大の人為事故による死者数は、一

桁か二桁低い。上位に位置するエネルギー関連の事故としては、1975年の中国での板

橋および石漫攤ダム決壊(2万6千人死亡)、1987年のフィリリピン沖でのタンカー「ビ

クター号」とフェリー「ドナ･パス号」の衝突(4386名)、1982年のアフガニスタン、

パルバン地方のサラン・トンネルでのタンクトラックとほかの車両との衝突事故がある。

エネルギーとは関係のない大事故としては、1984年のインド、ボパールの殺虫剤工場

での事故(死者5千人)、1993年のハイチの海岸でのフェリー「ネプチューン」の沈没、

1993年の中国、皇后ダム(主要目的が灌漑と水供給)の決壊(1250名)が挙げられる。
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図A4.1　1969年～2000年の自然災害と人為的なシビア・アクシデント(5名以上の死亡)
による死者数

注記：矢印は分類ごとの三つの重大事故を示し、本文でも言及
出典：Burgheerほか(2004)のデータを一部更新
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ENSADデータベースには1969年から2000年の期間に起きたいろいろなエネルギー

供給チェーンで発生した1870件のシビア・アクシデントを含んでいて、即死者は

81258名となる(表A4.1参照)。石炭チェーンはすべての事故の65.3％を占め、だいぶ

離れて石油が第2位の21.2％である。天然ガス(7.2％)、液化石油ガス(LPG)(5.6%)チ

ェーンはもっと小さく、さらに水力と原子力はそれぞれ1％以下である。石炭チェーンの

事故が近年非常に多い、という結果になっているのは、まったくのところ中国の石炭産業

の詳細な事故統計が以前は知られていなかったものが、公表されたことによる。中国の石

炭チェーンで収集された1044件の事故のうち819件が1994年から1999年に起きた

ことになっており、「中国石炭産業年報」が毎年発行される以前は相当過小評価されてい

たことを意味している。

死亡者数は2万6千人に上る板橋および石漫攤ダム決壊が他を圧倒している。その結果、

水力チェーンが全死者数の36.8％を占めることとなっている。化石チェーンの中では、

石炭関連が最大の死者数となっており、石油、LPG、天然ガス関連と続く。

A4.2 主要なエネルギー供給チェーンの比較分析
統合指標として発電量GWyrあたりの死亡者数を、OECD加盟諸国と非OECD加盟国別

に計算した。注意点として、個別のエネルギー供給チェーンの指標の統計的根拠は非常に

異なることである。たとえば5人以上の死亡者の石炭チェーンの事故は1221件あるのに

対し、原子力ではたった1件(チェルノブイリ)しかない。図A4.2では、個別のエネルギ

ー供給チェーンについての統合、規格化された死亡率には相当の違いがあることを示して

いる。一般にはOECD加盟諸国の死亡率は非OECD加盟諸国のそれと比べて格段に小さ
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表A4.1　1969年から2000年における化石、水力、原子力エネルギーチェーンで
発生したシビア・アクシデント(死者5名以上)の概要

エネルギー供給
チェーン

OECD加盟国 非OECD加盟国 世界合計

事故 死者数 事故 死者数 事故 死者数

石炭

石油

天然ガス

LPG

水力
原子力

合計

a.　第1行：石炭は中国を除く非OECD加盟国、第2行および第3行：Coal China 1969-2000によるが、括弧内
は1994年から1999年。1994年から1999年のデータのみが代表的で、それ以前は相当過少の報告となっ
ていることに注意。

b.　急性死亡のみ
出典：Burgheerほか(2004)のデータを一部更新

75 2,259 102
1,044
(819)a

4,831
18,017
(11,334)a

1,221 25,107

165 3,713 232 16,505 397 20,218

90 1,043 45 1,000 135 2,043

59 1,905 46 2,016 105 3,921

1 14 10 29,924 11 29,938
0 0 1 31b 1 31

390 8,934 1,480 72,324 1,870 81,258



い。化石燃料チェーンの中ではLPGにおけるGWyrあたりの死亡率がもっとも高く、これ

に石油、石炭と続き、天然ガスが最も低い。西側炉型の原子力と水力発電プラントは最低

の死亡率となっている。OECD加盟諸国の最近の水力発電においては非常に低い死亡率

となっていて、スイスの原子力発電プラントのPSAによる値とほぼ同じであり、それに

対して非OECD加盟諸国ではダム決壊のリスクははるかに大きい。また図は、中国の石

炭チェーンは別に扱う必要があることを示している。というのは事故による死亡率は他の

非OECD加盟諸国と比べておよそ10倍、OECD加盟諸国と比べると40倍にもなるから

である。

これまでの議論は即死者に限定しているが、原子力チェーンの場合には晩発性死亡者数

が全体の死亡者数を支配している。人間の健康に影響する苛酷な事故(つまり、非OECD

加盟諸国で5人以上の死亡者を出したチェルノブイリ事故)では、晩発性死亡率の推定値

はGWyrあたり13.9から51.2人の死亡となる(非OECD諸国で)。しかしこの推定を

OECD諸国の原子力に適用するのは不適当で、OECD加盟諸国のプラントは異なる安全

技術を用い、厳重な規制体系の中で運転しているからである。これはまた現在の非

OECD加盟諸国でも大部分当てはまると言える。OECD加盟諸国では、PSAに基づく潜

在的死亡率はしたがって一般にはかなり小さく、GWyrあたり0.02となる。
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ビア・アクシデント(5人以上の死者)経験に基づく。ただし、「中国石炭産業
年報」は1994年から1999年分しかないので中国の石炭は例外となる。即死者
のみを対象としていることに注意。

出典：Burgheerほか(2004)のデータを一部更新



図A4.3に示す頻度と被害(F-N)の曲線(リスクカーブのこと)でも、統合指標から得られ

るエネルギー供給チェーンの場合と順位は同じだが、各チェーン特有の最大被害やある被

害以上の事故の確率についてより多くの情報が得られる。

OECD諸国では明らかに化石エネルギーチェーンのほうが水力と原子力に比べてシビ

ア・アクシデントの頻度は高い(図A4.3a)。化石燃料チェーンの中では、LPGが最悪で

天然ガスが最良であり、石炭と石油は中間に来る。最大被害を比べて見ると、水力は1点

のデータしかなく、続いて天然ガス(109名)で、ほかの化石燃料は天然ガスの2.5倍から

4.5倍となっている。

非OECD加盟諸国(図A4.3b)でも、F-N曲線の順番はOECD加盟諸国のものと同じだが、

中国の石炭チェーンは他の非OECD加盟諸国と比べて極端に悪いので例外として考える。

さらに、死者に対応する頻度もOECD加盟諸国に比べて非OECD加盟諸国では高くなっ

ていて、LPGと石炭関係の中国(1994から1999年)での死亡頻度は低死者数のところで

も10-1以上大きくなっている。チェーン別の最大値を見ると、中国を除く非OECD加盟

諸国における石炭と石油、LPGにおける値はOECD加盟諸国のそれよりもかなり大きい。

加えて、個々のチェーンでの最大死亡者数の幅は非OECD加盟諸国でより大きく、その

理由は特に石油チェーンにおける最大死者数の値が歴史的に、他の化石エネルギーチェー

ンと比べて一桁大きくなっているためである。

原子力エネルギーでは、即死の頻度は低く、晩発性死者数が明らかに支配的である。
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図A4.3　エネルギー供給チェーン全体での頻度－被害曲線の比較
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OECD加盟諸国での原子力に関連する苛酷な事故の死亡者数の期待値は大変低いが、最

大の想定死亡者数は、予想される潜在死亡者数が支配するので大きくなりうる。すなわち、

同じく大事故として原子力関連以外の領域で1975年に中国で起きた板橋および石漫攤

ダム決壊と比べられるかもしれない。チェノブイリについての結果は、ヒルシュバーグら

が報告している(1998)。EC/IAEA/WHOとUNSCEARの初期の調査研究は、チェルノ

ブイリによる全潜在死亡者数の数値的評価の主な基盤となっていて、ロシアを含む多数の

関係筋からも支持されている。そこで示された、推定される潜在的死亡者数は将来70年

間で9,000人(線量切捨てに基づく)から33,000人(線量切捨てなしの北半球全体で)の範

囲である。ここでの推定値の上限は最大汚染地域に限っておらず、(意図的に)保守的に示

されている。

放射線に関しては、個人が受けるごく少量の被爆によるリスクは同じように小さいが、

空間的、時間的に見ると、一度に大量の人が影響されるものである。大きな集団線量(何

百万ものごく微量の線量を合計したもの)をしきい値なしの線形線量応答関数と結びつけ

ると(すなわち、長期にわたるがんによる死亡確率が、たとえ無限小であっても線量に直

接的に関係する)、推定される健康影響は甚大なものとして評価されうる。つまり、これ

をバランスの取れた見方をすると、チェルノブイリ事故による全世界の実効線量は

600,000人・シーベルトで、これは世界中の人が毎年自然の線源から受ける

13,000,000人・シーベルトのたった5%にしかならないのである。チェルノブイリ事

故による前述の死亡者数を計算したのと同じ70年間について考えると、自然線源による

集団線量は、910,000,000人/シーベルト(人口は同じとして)でチェルノブイリ事故の

1,500倍にもなり、したがって理論的には自然バックグラウンドによる被爆で1,500倍

の死者がでることになるのだ。

さらに、(第4章で議論したように)ベースロードとして主要な代替電源である化石燃料

の燃焼による潜在的な健康影響(第4章で議論したように)を考えてみると、さらに総体的

な見通しが得られるのである。OECDの「環境展望」(2008)は、微粒子(10ミクロン以

下)による戸外大気汚染で、2000年にはおよそ960,000人の早死がもたらされ、世界

全体で9,600,000年分の生命損失をもたらしたと推定している。このOECD「環境展望」

の基準推定では、2030年までにこれらの値は3,100,000人の早死にと25,400,000

年分の生命損失に増加すると見ている。このすべてが電力生産によるわけではないが、同

報告では欧州環境庁はそのうち30％がエネルギー生産からと推定しており、欧州の排出

基準は世界のほかの多くの国よりも厳しくなる。

2005年9月に、チェルノブイリ事故被害についての新しい報告がチェルノブイリ・フ

ォーラム (2005) より公表された。このフォーラムは国連の専門機関(IAEA, WHO,

UNDP, FAO, UNEP, UN-OCHAとUNSCEAR)および世界銀行とロシア連邦、ベラル

ーシ、ウクライナの政府からなる。この報告は自然科学者や経済学者、健康専門家が見出

したものを反映している。この報告のひとつの結論は、高汚染地区で最大4千人がチェル

ノブイリ事故からの放射線量により最終的には死亡することになるが、大部分はいわゆる

「汚染除去作業者」である。これは前に述べた値よりかなり低いが、より限定した地域で

あるからである。それにもかかわらず報告書は、大規模の経済的、社会的損失を強調し、
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単に死亡率だけで示されるもの以上のチェルノブイリ事故の大惨事の状況を明らかにして

いる。

最後に、チェルノブイリに基づく評価とスイスの原子力発電所についての確率論的なプ

ラント特有の評価の間の大きな違い(図4.3 a, b)は、過去の事故データを技術と運転環境

においてまったく異なるケースに当てはめる際に生じる限界を表している。

A4.3 結論
ENSADデータベースはエネルギー分野におけるシビア・アクシデント・リスクの技術

的な評価にとって根拠の確かな基礎となる。しかし全チェーンのリスクが発電プラントに

限定される場合や、OECD加盟諸国の水力や原子力発電所のように過去の経験の情報の

利用と適用が限られている場合は、PSAによるアプローチで分析を補う必要がある。

比較評価の結果は、異なるエネルギー供給チェーンや国グループの間で数値上の相当な

差があることを示している。非OECD加盟諸国の水力と、化石エネルギーチェーンの上

流で最も事故が多く、それに対して天然ガスは化石チェーンの中で最小のリスクとなって

いる。国グループを比べると、エネルギー関係の事故リスクは明らかにOECD加盟諸国

で非OECD加盟諸国よりも小さい。

地域差の考慮は原子力と水力で特に重要で、シビア・アクシデントによる死亡率の期待

値はOECD加盟諸国の発電所で最低となる。

発電技術の選択には多くの要因があるが、ひとつは関連リスクの理解のレベルがどの程

度か、ということであろう。ここで示した分析は、多くの人々の考えに反して、原子力発

電が、厳しい基準によって設計、運転、規制されていて大変安全な技術であることを示し

ている(第7章参照)。
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補遺5 原子炉のタイプと技術

A5.1 原子炉のタイプ
この補遺では、原子力発電で用いられる主要な原子炉のタイプ(炉型)とその技術につい

て概観する。これらは現在世界中で利用されており、1970年代と1980年代に商業発

電プラントとして建設された初期の第II世代炉である。ごく少数の第 I 世代炉は現在でも

動いており、これらは1950年代と1960年代に開発された原型及び初期商業プラント

である。第III／III+プラントは少数ながら既に運転中であり、また多くプラントが現在建

設中である；これらは第13.3節で説明されている。

核分裂によって稼働する原子炉は、中性子のエネルギー(熱または高速)、冷却流体(水、

ガスまたは液体金属)、減速材タイプ(軽水、重水、または高速炉の場合には無し)及び原

子炉の世代により分類される。原子炉の世代は第13.2節で説明されている。

今日運転中の第II世代プラントのほぼ80%が通常の水(軽水)を減速材兼冷却材として利

用している。これらは、軽水炉(LWR)である。LWRには2つのタイプがある：加圧水型

炉(PWR)と沸騰水型炉(BWR)である。他には、重水を減速材兼冷却材として利用する加

圧重水炉(PHWR)があり、それは主にカナダとインドにある。黒鉛減速炉には2つのタイ

プあり、冷却材が軽水(LWGR、あるいはRBMK)または、二酸化炭素(GCR)のいずれか

である。高速増殖炉は、減速材を持たず、今日運転中のものは液体ナトリウムを冷却材と

して使用している。表A5.1は、各炉型の数と世界全体での電気出力を示している(IAEA,

2008)。補遺１に、運転中の原子炉、閉鎖及び建設中の原子炉の詳細を国別にまとめた。

商業炉の主要なタイプについて、以下概説する。各々基本的に共通の炉型ながら、国、

製造者及び運転者によりデザインに差がある。
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表 A5.1　世界の原子炉タイプの数

タイプ 基数
合計
MWe

中性子
エネルギー

冷却流体 減速材

出典: IAEA (2008).

PWR 265 243,429 熱 軽水 軽水

BWR 94 85,287 熱 軽水 軽水

PHWR 44 22,358 熱 重水 重水

LWGR 16 11,404 熱 軽水 黒鉛

GCR 18 9,034 熱 CO2 黒鉛

FBR 2 690 高速 ナトリウム なし

合計 439 372,202



A5.2 原子炉技術

A5.2.1 加圧水型炉(PWR)

世界全体で265基のPWRが運転中であるが、そのうち、150基がフランス、日本及

び米国にある(補遺1参照)。これらのプラントでは、通常の(「軽い」)水が冷却材および

減速材として使用されている。この技術は元々、潜水艦の推進機関のために開発された。

冷却材は高圧(約15.5 MPa)状態にあり運転中は液体に保持され、原子炉圧力容器と一次

冷却システムの配管からなる圧力境界の内部に閉じこめられている。冷却材は強力なポン

プにより循環され、熱は炉心から、蒸気発生器の中で隔てられた二次系ループに運ばれ、

水を沸騰させる。このようにして作られた蒸気によりタービン発電機を駆動する。このプ

ロセスの概略を図A5.1に示した(NEA, 2005)。

PWRでは濃縮燃料を使用しており、融点がほぼ2,800℃のセラミック状二酸化ウラン

が通例である。燃料ペレット(直径1cm、高さ1.5cmが典型的)は、通例ジルコニウムで

できた合金管の中に詰め込まれ、燃料棒になる。燃料集合体は、179～264本の燃料棒

を正方形に配列してできており、長さは3.5～4.0mになる。燃料集合体121～193体

がそれぞれの原子炉に装荷される(Mitsubishi, 2006)。燃料集合体は、分厚い鋼製圧力

容器の内部に格納され、原子炉が構成される。圧力容器、蒸気発生器とその他の一次循環

系構成要素を取り囲んでいるのが格納容器構造であり、原子炉を(例えば、航空機衝突か

ら)防護するとともに、格納容器内のあらゆる主な不具合事象に際しても外部環境への放

射能漏洩を防止するように設計してある。これは、コンクリートと鋼鉄による構造物であ

って、約1メートルの厚さがある。

VVERは加圧水炉であり、最初は旧ソ連で開発された。現在これらが使用されている国

は、ロシア連邦とその他にブルガリア、チェコ共和国、フィンランド、ハンガリー、スロ

バキア共和国及びウクライナである。VVERとは、ロシア語における、水冷却・水減速エ

ネルギー炉の略である。西側諸国の対応する炉型と同様に、VVERは当初原型炉から開発
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図 A5.1　加圧水型炉システム
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されてきたものの、最新のVVER 1000に至って、OECD諸国のLWRの特徴である重厚

な格納容器構造を有するようになった。

A5.2.2 沸騰水型炉(BWR)

94基のBWRが、9カ国で運転中であるが、その大部分は日本と米国にある(補遺1参

照)。BWRにおいても、通常の水が冷却材兼減速材として作用する。冷却材はPWRに比

して低い圧力に保たれている(約7MPa)ので、冷却材は沸騰して炉心から熱を取り出すこ

とができる。発生した蒸気はタービン発電機に直接運ばれて、蒸気発生器を介することな

く発電することができる。蒸気発生器が無いことは、PWRに比して、デザインを単純化

する一方で、発電タービンは低いレベルではあるものの放射能で汚染される。このプロセ

スの概略を図A5.2(NEA, 2005)に示している。PWRと同様に、BWRも濃縮ウランを

用い、分厚い鋼製圧力容器及び重厚な格納容器構造を持っている。

PWRもBWRもともに、燃料交換のためには圧力容器を開く必要があることから、そ

の間は原子炉を停止する必要がある。燃料交換は、毎年あるいは2年に一度行われ、燃料

集合体の1/4から1/3が新しいものと交換される。

A5.2.3 加圧重水型炉(PHWR) 

世界の7カ国で44基のPHWRが運転中であり、そのうち18基はカナダ、また15基は

インドにある(補遺１参照)。CANDU (Canadian deuterium uraniumの略称)炉は、

PHWRデザインである。第II世代PHWRでは、重水(D2O。重水素から出来ている水。

重水素は水素の重い同位体)を、冷却材と減速材の両方に使用する。重水減速材では、天

然ウランを燃料として利用できる。したがって、ウラン濃縮が不要で、その分のコストが

削減できる。他方、重水の製造には、通常の水からD2Oを分離するための専用のプラン

トが必要となる。D2O濃度を、天然水中の0.1%未満から、PHWRで用いられる99%に

まで上げるためである。
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図 A5.2　沸騰水型炉システム
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図A5.3は、PHWRの概略を示している(British Energy, 2006)。このタイプの原子

炉は、PWRあるいはBWRのような大きな圧力容器を持っていない。その代わりに、加

圧された重水が、多数の水平方向の燃料管(カランドリア)を通して核反応により加熱され、

蒸気発生器に送り込まれる。PWRと同様に、冷却材は蒸気発生器を通過して、二次系ル

ープ中の通常の水を沸騰させる。PHWRデザインの利点は、燃料が、単一の圧力容器の

中ではなく、一連の圧力管の中に納められていることである。このために、運転中に燃料

交換が可能になる。一方、PWRとBWRでは、燃料交換のため原子炉を一旦停止しなけ

ればならない。PHWRは、この特徴のために高い設備利用率が可能となるが、デザイン

の複雑さは増している。

A5.2.4 ガス冷却型炉(GCR)

現在18基のガス冷却炉が運転中であり、それらはすべて英国にある。2つのタイプが

あり、マグノックス炉(Magnoxの名称は、天然ウラン金属燃料要素を被覆するために使

用されるマグネシウム合金に由来する。)と、先進ガス冷却炉(AGR: Advanced Gas-

cooled Reactors)である。マグノックス炉は、元々の26基のうち4基のみが現在も運

転されている。AGRでは、ガス出口温度が600℃前後であるので、約42%の熱効率が

得られ、水炉の典型な値33～36%より優れている。両タイプともに、二酸化炭素を冷

却材として利用する。ガス冷却材は、原子炉炉心からの熱を、一連の蒸気発生器へ循環し

て、発電用タービンを駆動するための蒸気を発生させる。マグノックス炉は、金属形状の

天然ウランを燃料として使用する。AGRは、LWRのように、濃縮ウランを二酸化ウラン

の形で使用する。PHWRと同様にGCRでは、運転中に燃料交換が可能である。

図A5.4は、AGRの概略を示している(British Energy, 2006)。AGR炉も、現在も運転

中のマグノックス炉も、数メーター厚さのプレストレスト(高張鋼線により予め圧縮力をか

けた)コンクリート圧力容器の中に原子炉、蒸気発生器及びガス循環機を格納している。
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図 A5.3　加圧重水型炉システム
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A5.2.5 黒鉛減速軽水冷却炉(LWGR［もしくはRBMK］) 

16基のLWGR［もしくはRBMK］が運転中であり、その15基はロシア連邦に、１基

はリトアニアにある。リトアニアの炉は、2009年に閉鎖予定である。RBMKとは、高

出力チャネル炉を意味するロシア語の頭字語である。通常の水が冷却材として、また黒鉛

が減速材として使用される。燃料を納めている圧力管は、黒鉛炉心の中を貫通しており、

水はこの管を通して循環される。BWRの場合と同様に、冷却材は、原子炉を通り抜ける

際に沸騰し、発生した蒸気はタービン発電機に直接回される。PHWRデザインに似て、

RBMKでは運転中に燃料交換が可能である。圧力管デザインのため、LWRに要求される

大きな圧力容器を製造できない地域でも建設が可能になる。図A5.5は、RBMK［もしく

はLWGR］システムの概略を示している(British Energy, 2006)。
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図 A5.4　先進ガス冷却炉システム
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図 A5.5　黒鉛減速軽水冷却炉システム

復水器

黒鉛炉心

燃料交換機

燃料要素

4つの蒸気ドラム

蒸気

タービン発電機

ポンプ

水

コンクリート

出典：British Energy (2006).
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RBMKは初期の原子炉デザインであり、世界の他地域の原子炉が有する固有安全性を

一部欠いている。RBMK炉の物理特性は極めて複雑であり、加えて多くの安全手続き違

反が重なって、1986年にチェルノブイリで大事故に至った。事故後は、大規模な安全

性改良プログラムが実施されている。

A5.2.6 高速増殖炉(FBR) 

上記の原子炉タイプはすべて熱(中性子)炉であって、大部分の核分裂が減速材(水また

は黒鉛)により熱平衡近傍のエネルギーにまで減速された中性子によって引き起こされる。

高速炉では、核分裂は減速されていない「高速」中性子により引き起こされる。FBRで

は、核分裂当たりの中性子数が概して熱炉よりも多いので、連鎖反応を維持するのに必要

な数を超えた過剰な中性子が存在する。これらの余分な中性子は、原子炉が消費する分よ

りも多くの燃料を生産するために使うことができる。このために増殖と名付けられた。

FBRは、世界の利用可能な核燃料資源を60倍にまで増加させる可能性を持つことから、

長期的な原子力エネルギーの持続可能性の観点から重要である。多くの国々で20基前後

の高速炉が建設され、運転されてきたが、2008年5月時点では、フランスとロシアで2

基のみが運転中である(補遺1)。中国、インド及び日本は開発中である。

高速炉は減速材を持たないので、極めてコンパクトである；英国における、25万kW

高速炉原型炉の炉心は、大きなごみ箱のサイズである(British Energy, 2006)。高速炉

は、プルトニウム燃料、もしくは、典型的なLWRの4倍程度に濃縮度を高めたウラン燃

料を必要とする。これらの原子炉は、通常は液体ナトリウムで冷却される。液体ナトリウ

ムは、熱除去には極めて効率的である。ナトリウムは、加圧なしで500-600℃にまで加

熱可能であるので、原子炉には圧力容器は不必要である。仮に、冷却材ポンプが故障して

も、高速炉では自然循環によって冷却を維持することが可能である。
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補遺6 略語、頭文字、単位

略語および頭文字

ABB Asea Brown Boveri

アセア・ブラウン・ボベリ社

ABR advanced burner reactor

先進燃焼炉

ABWR advanced boiling water reactor

改良型沸騰水型炉

ADS accelerator-driven system

加速器駆動システム

AGR advanced gas-cooled reactor

新型ガス冷却炉

ALARA as low as reasonably achievable

合理的に達成可能な限り低く

APWR advanced pressurised water reactor

改良型加圧水型炉

ATR advanced thermal reactor

新型転換炉

BNFL British Nuclear Fuel Limited

英国原子力燃料会社

BWR boiling water reactor

沸騰水型炉

CANDU Canada Deuterium Uranium

カナダ型重水炉

CCS carbon capture and storage

炭素回収・貯留技術

CDM Clean Development Mechanism

クリーン開発メカニズム

C-E combustion engineering

コンバッション･エンジニアリング社(米国)

CEA Commissariat l' nergie atomique (France)

原子力庁(フランス)

CER certified emission reduction

認証排出削減量

éà

C

B

A
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CNNC China National Nuclear Corporation

中国核工業集団公司

CNRA Committee on Nuclear Regulatory Activities

原子力規制活動委員会

COL combined construction and operating licence

建設運転一括許認可

COP Conference of the Parties

(気候変動枠組み条約)締約国会議

CPPNM Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

核物質防護条約

CRDM control rod drive mechanism

制御棒駆動装置

CTBT Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty

包括的核実験禁止条約

DOE Department of Energy (United States)

エネルギー省(米国)

DTI Department of Trade and Industry (United Kingdom)

貿易産業省(英国)

EC European Commission

欧州委員会

EDF lectricit de France

フランス電力公社

EIA Energy Information Administration

エネルギー情報局

EIA environmental impact assessment

環境影響評価

ENEN European Nuclear Engineering Network

欧州原子力教育ネットワーク

EPR European pressurised reactor 

欧州型加圧水炉

ESBWR economic and simplified boiling water reactor

高経済性・単純化沸騰水型炉

EU European Union

欧州共同体

EURATOM European Atomic Energy Community (EAEC or Euratom)

ユーラトム、欧州原子力共同体

éÉ

E

D
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FBR fast breeder reactor

高速増殖炉

GCR gas-cooled reactor

ガス冷却炉

GDP gross domestic product

国内総生産

Gen-III generation III reactor

第3世代炉

Gen-III+ generation III+ reactor

第3世代プラス炉

Gen-IV generation IV reactor

第4世代炉

GEH General Electric - Hitachi Nuclear Energy

GE(ジェネラル・エレクトリック)日立ニュークリア・エナジー社

GFR gas-cooled fast reactor

ガス冷却高速炉

GHG green house gases

温室ガス効果

GIF Generation IV International Forum

第4世代国際フォーラム

GNEP Global Nuclear Energy Partnership

国際原子力エネルギー・パートナーシップ

HDI Human Development Index

人間開発指数

HEU highly enriched uranium

高濃縮ウラン

HLW high-level waste

高レベル廃棄物

HTGR high-temperature gas-cooled reactor

高温ガス冷却炉

HTR high-temperature reactor

高温炉(一般には、ガス冷却炉)

IAEA International Atomic Energy Agency

国際原子力機関

I

H

G

F
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ICRP International Commission on Radiological Protection

国際放射線防護委員会

IDC interest during construction

建設期間中の金利

IEA International Energy Agency

国際エネルギー機関

IGCC integrated gasification combined cycle

ガス化複合発電

ILW intermediate-level waste

中レベル廃棄物

INPRO International Project on Innovative Nuclear Reactors and

Fuel Cycles

新型原子炉および燃料サイクルについての国際プロジェクト

INS Innovative Nuclear Energy Systems

先進的原子力エネルギーシステム

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

国連気候変動に関する政府間パネル

ISL in situ leaching

原位置浸出

ITER international thermonuclear experimental reactor

国際熱核融合実験炉

KBS-3 K rnbr nslecykelns slutsteg-3?

(Swedish concept for deep disposal of spent nuclear fuel)

スウェーデンの使用済燃料深地層処分概念

LEU low-enriched uranium

低濃縮ウラン

LFR lead-cooled fast reactor

鉛冷却高速炉

LILW low- and intermediate-level waste

低・中レベル廃棄物

LLW low-level waste

低レベル廃棄物

LLW-LL low-level waste long-lived

長寿命低レベル廃棄物

LLW-SL low-level waste short-lived

短寿命低レベル廃棄物

L

ää

K
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LPG liquefied petroleum gas

液化石油ガス

LWGR light water-cooled graphite-moderated reactor

黒鉛減速軽水冷却炉

LWR light water reactor

軽水炉

MDEP Multinational Design Evaluation Programme

多国間設計評価プログラム

MIT Massachusetts Institute of Technology

マサチューセッツ工科大学

MNA multilateral nuclear approaches

多国間原子力アプローチ

MOX mixed oxide fuel

混合酸化物(燃料)

MSR molten salt reactor

溶融塩炉

NEA Nuclear Energy Agency

原子力機関

NEPTUNO Nuclear European Platform for Training and University

Organisations

欧州原子力訓練･大学基盤機構

NGO non-governmental organisation

非政府組織

NNWS non-nuclear weapon state

非核兵器国

NORM naturally occurring radioactive material

天然起源放射性物質

NPP nuclear power plant

原子力発電プラント

NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

核拡散防止条約

NRC Nuclear Regulatory Commission (United States)

原子力規制委員会(米国)

NSG Nuclear Suppliers Group

原子力供給者グループ

NWFZ nuclear weapon-free zone

非核地帯

N

M
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NWS nuclear weapon state

核兵器国

O&M operation and maintenance

運転・保守

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

経済協力開発機構

OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of

the North-East Atlantic

北東大西洋の海洋環境の保護のための条約

PBMR pebble bed modular reactor

ペブルベッド型モジュール炉

PHWR pressurised heavy water reactor

加圧重水炉

PM particulate matter

粒子状物質

PRIS Power Reactor Information System

発電炉情報システム

PSA probabilistic safety assessment

確率論的安全性評価

PSR periodic safety review

総合定期安全審査

PV photovoltaic

太陽電池

PWR pressurised water reactor

加圧水型炉

QA quality assurance 

品質保証

RAR reasonably assured resources

確認資源

R&D research and development

研究開発

RBMK Reaktor Bolshoy Moshnosty Kanalny

(high power channel-type reactor)

黒鉛減速水冷却炉(旧ソビエトで開発された高出力チャンネル型炉)

R

Q

P

O
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SCWR supercritical-water-cooled reactor

超臨界水冷却炉

SFR sodium-cooled fast reactor

ナトリウム冷却高速炉

SMR small or medium reactor

中小型炉

SNF spent nuclear fuel

使用済燃料

SRES Special Report on Emissions Scenarios

排出シナリオに関する特別レポート

THTR thorium high-temperature reactor

トリウム高温炉

TPES total primary energy supply

総一次エネルギー供給

TRU transuranic

超ウラン元素

UCTE Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity

送電協調連盟(欧州)

UN United Nations

国際連合

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

国連気候変動枠組み条約

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of

Atomic Radiation

国連原子放射線の影響に関する科学委員会

VHTR very high-temperature reactor

超高温炉

VLLW very low-level waste

極低レベル廃棄物

VVER Vodo Vodianoy Energetichesky Reaktor 

(water-cooled, water-moderated power reactor)

水減速水冷却炉(旧ソ連で開発された加圧水型炉)

V

U

T

S
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WANO World Association of Nuclear Operators

世界原子力発電事業者協会

WNA World Nuclear Association

世界原子力協会

単位
billion 10億

G ギガ＝109

k キロ＝103

M メガ＝106

m ミリ＝10-3

T テラ＝1012

GWyr ギガワット年

GW/yr ギガワット／年

GWd/t ギガワット日／トン

kWh キロワット時

man-Sv 人シーベルト

Mpa メガパスカル

MSWU 100万分離作業量単位

Mtoe 百万トン(石油換算)

MWe メガワット電力

MWth メガワット熱

ppm 百万分の１

t トン

t/yr トン／年

TBq テラベクレル

tHM トン重金属

tU トンウラン

W
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