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２０１１．３．１１以降 

東日本大震災・福島原発事故を契機
に、世界は新しい時代に入った。 

 
日本は次の時代を切り開く、トップランナー 
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はじめに 
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• 放射能物質の放出量 
 

• 放射能汚染範囲 
 

• 被ばく問題 
 

• 除染問題 

 
福島原発事故の 

放射能汚染を考える 
（詳細は別途） 
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国の基準（平均年齢）：1mSv/y（8760ｈ） 約0.1μSｖ/h 
放射線の影響を受け易い子どもの線量は、この基準
値より更に低くしなければならない。 



• 未来を担う子ども（未来世代）には責
任がない。 

 

• これまで無関心のままに原発を放置し
ておいた大人（現在世代）に、原発事
故の連帯責任がある。 

 

• 現在世代は未来世代に、環境汚染と
いう重いツケを回してはならない。 

原発事故責任 根本命題 
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緊急に、今必要なこと 

（子どもや妊婦が一番の被害者） 
 

• 子どもや妊婦の内部被ばく量を減らせ。 
 

• 原発労働者の被ばく量を減らせ。 
 

• 東北の農水産業を救うために、これま
で原発を放置した責任のある大人が、
比較的軽度の放射能汚染農水産物を
子どもや若者に代わって食べよう。 

• 大人は福島周辺の除染に関心を持とう。 
10 



児玉龍彦教授の動画 必見 
放射能汚染に関し、問題点が分かりやすく説明されている。 
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東京大学アイソトープ総合センター長 兼  
東京大学先端科学技術研究センター教授 
 

現在、福島に放射能汚染現場に入り除染活動を行ってお
られます。現場の実態を基に、国やマスコミに提案と手厳
しい苦言を呈した。 

2011.7.26参議院での公述 
http://www.youtube.com/watch?v=O9sTLQSZfwo 

          2011.9.30日本記者クラブでの記者会見 
http://www.youtube.com/watch?v=hqkwggg2hIc 

 
児玉龍彦：内部被曝の真実 冬舎新書 

http://www.youtube.com/watch?v=O9sTLQSZfwo
http://www.youtube.com/watch?v=O9sTLQSZfwo
http://www.youtube.com/watch?v=hqkwggg2hIc
http://www.youtube.com/watch?v=hqkwggg2hIc


序章 原子力発電とは 

12 



主力エネルギーの変遷 

                  薪・炭           エネルギー 

↓ 

                石炭 水力        （動力革命） 

↓ 

石炭 石油 水力  

                                        （動力・電力革命）    

石炭 石油 原子力 水力 

                            

   石炭 石油 ガス 原子力 水力 

省エネルギー 自然エネルギー  

                (脱化石エネルギー革命へ) 
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燃料が違うだけ、水を沸かして 
タービンを回す発電方式は同じ  

14 



タービン発電には水冷が必要 
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全国の電源設備 
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過去２８年間の国内総生産（GDP）の推移 

20 「内閣府 国民経済計算関連統計」 平成20年度国民経済計算確報より筆者作成 



一次エネルギーに占める電力の比率 
1970年代原発導入以降年々増加 
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今夏の計画停電の検証 
（発電電力量と供給電力は区別すべき） 
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• 福島原発事故直後、マスコミを通じて、日本の原発は電力
（発電電力量）の約30％を占め、大々的に原発が主力電源
であるとの報道がなされ、国民に印象付けた。 
 

• 今夏の電力不足で問題となったのは、電力量ではなく供給
電力だった。（水道を例にとると、貯まった水量と蛇口の太さの関係） 

 

• 原発事故後、原発の稼働数が54基から11基と約1/5になっ

た。さらに、原発がなくなると日本は電力不足で大停電を招
きかねないという、原発推進側の脅しがマスコミを通じてプロ
パガンダされた。東京電力と政府は、電力不足を補うためと
称して国民に節電と約15％の計画停電とを要請した。 
 

• 従順な日本国民は、真偽を確かめず政府の要請に従った。 
 

• 供給電力は、本当に足りなかったかどうか、次に検証する。 



年間最大供給電力を記録した日     
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 電力の使われ方には昼と夜
によって大きな差がある。こ
れは、昼間に工場やオフイス
等で電力が使われるのに対
し、深夜は産業活動があまり
行われていないため。 
  

 電力は貯蔵できないため、
需要のピークに見合った供給
電力（発電設備容量）が必要
となり、これが電力コストの上
昇要因となる。 

（電気事業の現状2011より転載：電気事業連合会） 



発電電力量と供給電力の実態 

                （供給電力値単位：億kW） 
            最大値  最小値    
2001年（7月24日）   1.83    0.88 
2007年（8月22日）   1.79    1.00 
2005年（8月  5日）   1.78    0.92 
1995年（8月25日）   1.71    0.76 
2009年（8月  7日）   1.59    0.91 

「夏季1日の電気の使われ方」より抜粋 
 
供給電力最大値の時刻    15：00 
供給電力最大値1割減の時間帯  
            10：30～17：30 5時間  
 

1 最大可能供給電力2.4億kWに対し、2001年の供給電 

 力最大値1.83億kWは約76%を占める。 

  2011年福島原発事故後原発稼働54基から11基（全電 

 源に対する原発占有率20％→約7％、最大可能供給電 

 力（20-7=13）％減。 約2.4億kWの13％減約2億kWに 

 なっても供給電力はまだ余裕があることが分かる。 
 

  従って、原発稼働数が減っても計画停電をする必要は 

  なかった。供給電力は過剰にあり、設備はむしろ過剰。 
 

2 供給電力最大値1割減年間日数と時間帯を、仮にそれ 

 ぞれ30日間、5時間とすると、それが1年間に占める割 

 合は（150h（30×50）÷8760h）×100=1.7％ 

エネルギー白書2010 一般事業用の供給電力（発電設備容量）の推移、発電電力量の
推移から2009年の値を読み取ると次の通りとなる。 
１年間の発電電力量   約1兆kWh 
最大可能供給電力  約2.4億kW 
 
１年間の発電電力量を年間全時間（8760h）で割ると年間平均供給電力を求めることが
できる。 実績年間平均供給電力 １0000kWh÷8760h=1.1億kW  
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揚水発電を必要とする原発（1/2） 
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Infobase2010:電気事業連合会より抜粋 



揚水発電を必要とする原発（2/2） 
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• 前ページのスライドにより、電力の年間使用時間のうち、ピーク時は多くて
もわずか約2％を占めるにすぎない。 
 

• いいかえると、ピーク時以外原発を除く発電量を減らし、 ピーク時約2％の
電力を賄うために過剰な発電設備を有している。 
 

• 揚水発電の稼働率は、先のスライド「発電電力量の推移」をみても極端に
稼働率が低い。また揚水発電の揚水時の給電電力は発電電力よりも大き
いので、電力効率はマイナス。 
 

• 原発は極めて効率の悪い揚水発電を必要とする。原発に揚水発電を加え
ると、全体の原発の発電効率は30％以下になることが予想される。電源コ
スト試算では、原発と揚水発電を合わせた設備効率は相当悪くなる。 
 

• ピーク時の2％を他の時間帯に均すことができれば原発と揚水発電を減ら
すことができる。 
 

• 柏崎刈羽・福島の両原発には遠隔地から大消費地までの長距離超高圧
送電線網が付随している。供給電力は発電端電力を指す。長距離送電す
る場合、送電損失が生じる。また送電線は巨額の建設・維持費を要する。 



国の原子力政策（1/3） 
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国の原子力政策（2/3） 
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国の原子力政策（3/3） 

29 



第１章 原発と他の電源との比較 
1.1 原発の発電コストを検証する 
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原発推進側の原発推進根拠 

背 景  

中国・インドの経済成長から原油需要増、原油
価格の決定権が需要側から産油国へ移動 

    → 原油価格高騰と供給不安定 
 

原発は他の電源に比べ 

1.1 発電コストが安い。              

1.2 二酸化炭素の排出量が少ない。     
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原発推進側の原発推進要旨 
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• 原発の発電を止めて火力にすれば燃料費が嵩
むため、電気料金が上がる。 

   検証 
 

• 電気料金が上がれば電力の安い海外へ工場を
移転せざるをえない。 

   検証 
 

• （原発＝エコ）原発は二酸化炭素の排出が少ない
ため、環境にやさしいエネルギーだ。 

   検証 

 



企業が海外移転をすすめる動機上位 
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• 急激な円高対策 
 
• 良質で安い労働力 
 
• 安定な部品調達 
      ・ 
      ・ 
• 安い電源・水など 



電気事業連合会他資料（1/4） 
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電気事業連合会他資料（2/4） 
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電気事業連合会他資料（3/4） 
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各電力会社が原子力発電所を建設する際の手続きとして「電源開発調整審議会」での決定後、通産省（現経済産
業省）に「原子炉設置許可申請」を行う。 
□初年度発電原価試算： 
 発電所が完成した後１年間の実績を基に電源別のコストを比較しようというもので、建設費、燃料費、および人件
費を含む維持管理費を実績値に基づいて作成する。 
但し、稼働率については比較のため統一し、水力は45％、火力・原子力は70％。 
 □耐用年発電原価試算： 

電源別に発電所の耐用年数を決めておき、期間中の燃料費や為替レートの変動を予測し、それをモデルプラント
のコストに反映させて比較。稼働率などの条件は「初年度．．」と同じ。（前述の電気事業連合会の試算では“設備
利用率≒稼働率 ”80%の条件）                       よくわかる原子力 原発の発電コストより転載 



電気事業連合会他資料（4/4） 
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大島堅一教授資料（1/6） 
「原発の本当のコスト」第48回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策大綱見直しの必要性について 
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大島堅一教授資料（2/6） 
「原発の本当のコスト」第48回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策大綱見直しの必要性について 
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大島堅一教授資料（3/6） 
「原発の本当のコスト」第48回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策大綱見直しの必要性について 
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大島堅一教授資料（4/6） 
「原発の本当のコスト」第48回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策大綱見直しの必要性について 
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大島堅一教授資料（5/6） 
「原発の本当のコスト」第48回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策大綱見直しの必要性について 
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大島堅一教授資料（6/6） 
「原発の本当のコスト」第48回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策大綱見直しの必要性について 



核燃料（1/3） 
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核燃料（2/3） 
原発のフロントエンドからバックエンドまで 

45 「今私たちが知っておかなければならない、核・原子力に真実」より転載 ：京都大学・原子炉実験所 小出裕章 



核燃料（3/3） 
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総括原価方式を検証する（1/6） 
検証項目 

 

原発の発電コストに、本来含めるべきもの 
   
  ・揚水発電（設備・運用）費 
  ・大距離送電線（設備・運用）費 
  ・フロントエンド費用（前処理） 一部入っている 
   
  ・バックエンド費用（後処理） 一部入っている 
  ・国家からの資金投入（一般会計・特別会計） 
  ・事故に伴う費用と被害補償費用 
 
フロントエンド（燃料製錬後の放射性廃棄物）・バックエンド（再処
理・放射性廃棄物）とも、最終的な処理方法がまだ決まっていない。 
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総括原価方式を検証する（2/6） 
仕組み 
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総括原価方式を検証する（3/6） 
総原価 

49 

 

総原価＝（ﾚｰﾄﾍﾞｰｽ：営業費相当）＋事業報酬 
        営業費内訳 
        （人件費＋燃料費＋減価償却費＋修繕費＋諸税 
        ＋その他） 
 

  事業報酬＝ﾚｰﾄﾍﾞｰｽ×事業報酬率 
          事業報酬率：1960年 8.0％ 
              1988年 7.2％ 
                  1996年 5.25％ 
                   1998年 4.4％ 
 

※電力会社は「国策民営」に守られ、競争のない独占的な高原
価を維持してきた。現在、電気料金は国際的にも高い。 



総括原価方式を検証する（4/6） 
営業費内訳 
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人件費 給与手当＋給与手当振替額＋厚生費＋雑給 

燃料費 燃料費（装荷燃料＋（＊加工燃料）） 
＋使用済燃料再処理費 
＋廃棄物処理費＋消耗品費 
 
＊加工中核燃料、半製品核燃料、完成品核燃料、再処理核燃料、その他 

減価償却費 減価償却費（建設費/耐用年数） 

修繕費 
 

修繕費＋（＊固定資産除去費）＋原子力発電施設解体費 
 
＊電気事業資産（発送電のための施設）＋建設中資産（建設中の発電所） 

諸税 固定資産税＋雑税 

その他 共有設備等分担費 
水利使用料+補償費＋賃借料＋委託費＋損害保険料＋諸費 
＋特定投資（高速炉原子炉もんじゅや六ヶ所再処理工場） 



総括原価方式を検証する(5/6) 
参考 内橋克人（1/2）：日本の原発は、どこで間違えたか 朝日出版2011.4  
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 a)「需要予測」 専門機関の予測資料も加味しながら、向こう３年間〔１年間の 
           ときもある〕の電力を想定する。 
 

 b)「原価」    a) の需要を満たすには、どれだけの「費用」が必要を算定。 
           人件費・燃料費・修繕費・減価償却費・公租公課・購入電力 
           費・その他の経費。 
 

 c)「設備・資本」 a) の需要量を満たすには，どれだけの「設備」「資本」が必要 
           となるかを算定。 
           電気事業固定資産（帳簿額）、建設途中の資産（建設仮勘の半額， 

            核燃料所有額、繰延資産（株式・社債発行費）、特定投資。         
           （※ウラン，石油，石炭など各資源開発会社に対する株式投 
           資），営業費の１.５カ月分などの合計。 
   
   a) b) c) がまとめられて「レートベース」の中身となる。 
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 C)設備・資本の内訳 
建設中資産：建設中のものまでレートベースに算入される。 
                         建設中の発電所など電気料金支払い者になんのサービスも提供してい 
                        ない。原発建設に長期間掛かっても算入される。  
 

核燃料：       加工中のものと、再処理にまわされたものの合計とされる。 
            前者は、例えば10年後の使う予定だからということで燃料の購入契約を結 
                        べば、その契約金額がレートベースに算入できる。使かどうかには関係が   
         ない。 
             後者は、取り出したプルトニウムが利用できるかどうかもわからないのに、 
                        使用済み燃料が資産になる。現時点では、取扱いが危険なプルサーマル 
                        燃料に充てられている。 

（プルトニウムは原爆の材料になるので、日本が核武装するのではと世界が懸念） 
 

特定投資：    電力会社は、日本原子力発電（敦賀原発など原発専門の電力会社）や動 
                        燃（もんじゅや人形峠のウラン濃縮施設などを運営している特殊法人）、 
                        日本原燃（六ヶ所村の核燃料サイクル施設の経営主体）などに投資。 
               いずれも、将来にわ たって稼働し利益を生む可能性はほとんどない。 
       建設費：高速増殖炉もんじゅ（2.4兆円）やバックエンドを行う六ヶ所再処理工     
       場（2.2兆円） 

総括原価方式を検証する(6/6) 
参考 内橋克人（2/2）：日本の原発は、どこで間違えたか 朝日出版2011.4  
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東京電力に関する経営・財務調査委員会報告の概要2011.10.3 抜粋 (1/5) 



直近５年度平均（実績） 
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家庭用 

事業所用 

家庭用は事業所用に比べ、使用量が少ないにもかかわらず約9割の営
業利益に貢献。（言い換えると家庭用は高い電気料金を払っている） 

東京電力に関する経営・財務調査委員会報告の概要2011.10.3 抜粋 (2/5) 
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• 約5.4%の高事業報酬率により、約3000億円/年を公正報酬として確保。過大見積も
りの燃料費・修繕費などを合わせると約1000億円/年の余剰資金を生んでいるので
はないかと推定される。 

• 燃料費/東電約2.4兆円/国全体約22.5兆円/ 東電売上高/約5.368兆円/2010年/。  
  輸入総額約60.8兆円/輸出総額約67.4兆円 GDP約475.8兆円/2010年/。 
• GDPに占める燃料費の割合約4.7%。 燃料費が自然エネルギー等で自給すること

ができるようなれば、その分燃料輸入代金を自然エネルギー等に投資できる。合わ
せて食料自給率を向上させるとエネルギーと食の安全保障が確立できる。 

東京電力に関する経営・財務調査委員会報告の概要2011.10.3 抜粋 (3/5) 

総原価内訳 
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東京電力に関する経営・財務調査委員会報告の概要 2011.10.3 抜粋 (4/5) 
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東京電力に関する経営・財務調査委員会報告の概要 2011.10.3 抜粋 (5/5) 



総括原価方式に関する見解・報道 

58 

電気料金上げ抑制、経産相表明 寄付金、原価から除外 
   枝野幸男経済産業相は４日の閣議後の記者会見で、電気料金制度の改革に関して「現行の枠

組みの見直しをすべて実施する」と表明した。東京電力に関する経営・財務調査委員会（委員長・
下河辺和彦弁護士）が３日の報告書で電力会社がコストを過大計上していると指摘したのを受け、
料金改定の審査でオール電化関連の広告費や寄付金、図書費などを原価から除外する考えを示
した。東電に限らず、すべての電力会社を対象に料金制度を見直す構え。 
 

 原子力発電所の稼働率低下で燃料費負担がかさみ、電気料金への反映は避けられないとの見
方が出ている。電気料金は燃料費や人件費などの原価に一定の利潤を上乗せする「総括原価方
式」で算出する。電気事業法では修繕費や託送料などを原価に計上できる項目として挙げている
が、報告書は研究費や福利厚生費、電気事業連合会への拠出金などを原価に含めていることに
疑問を示していた。 
 

 経産相は「まずは電力会社で独自にやってもらい、経産省が制度を変える」と表明。電力会社が
料金上げを申請する際に、これらの費用を原価から除くように求めた。まず原価項目を見直したう
えで、中長期的には総括原価方式のあり方自体の見直しを検討する意向を示した。 

2011/10/4  日本産業経済新聞 
 

 委員会は、東電がオール電化関連の広告費や電気事業連合会への拠出金まで原価としていた
ため、改善を求めた。問題は匿名の寄付金やパーティー券などの形で流れるお金が、原発関連の
役所や研究者、議員らによるいわゆる「原子力ムラ」の源泉となっていた。  011.10.17 神戸新聞 



日本の電気料金 

59 エネルギー白書2011より転載 



電気料金の国際比較 
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表を読む上での注意点：直接支払分と税負担分について、夫々の構成比率が各国で料金計算方法や税体系            

                が異なる。表の電気料金 だけでは本当の比較にはならない。 
本グラフはエネルギー白書2011より転載 



（参考）電気料金の請求書例 
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「電気ご使用量のお知らせ」東京電力八王子支社  
23年8月分 7月19日～8月16日 検針日8月17日（29日間）  
ご使用量    347kWh ご契約種別 従量電灯B ご契約50A 
請求予定金額 8,570円 



（参考）電気料金計算シュミレーション結果 
計算結果詳細 使用量347kWh 従量灯B 契約50A 
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基本料金 50A 1,365.00円 (1) 

電 
力 
量 
料 

金 

最初の120kWhまで 

（第１段階料金） 

単価 
17.87円 

× 120kWh ＝ 2,144.40円 (2) 

使えば使うほど電
気料金単価が最大
1.35倍に上がる 

 

累進課金 

120kWhをこえ300kWhまで 

（第２段階料金） 

単価 
22.86円 

× 180kWh ＝ 4,114.80円 (3) 

上記超過 

（第３段階料金） 

単価 
24.13円 

× 47kWh ＝ 1,134.11円 (4) 

燃料費調整額 
単価 

0.32円 
× 347kWh ＝ 111.04円 (5) 

電力量料金計 (2)＋(3)＋(4)＋(5) ＝ 7,504.35円 (6) 

太陽光発電促進付加金 
単価 

0.03円 
× 347kWh ＝ 10円 (7) 

円未満は切り捨て 

 

電化厨房住宅割引額 
(スマイル・クッキング割引) 

((2)＋(3)＋(4))×3％ ＝ 0.00円 (8) 
銭未満は切り捨て 
上限額は525円/月 

  (1)＋(6)＋(7)－(8) ＝ 8,879.35円 (9) 最低月額料金は216.30円 

口座振替割引額 52.50円 (10)   

電気料金（合計） (9)－(10) ＝ 8,826円 (11) 円未満は切り捨て 

  うち消費税等相当額 (11)× 5 / 105 ＝ 420円 円未満は切り捨て 



 電気需給約款の料金単価 
イメージ図（東京電力） 
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参考 料金計算式 1ケ月 業務用季節別時間帯電力 

基本料金 料金単価 (税込) × 契約電力 × (185 - 力率) / 100 

電力量料金 
「ピーク時間」、「夏季昼間時間」、「その他季昼間時間」または「夜間時間」の料金単価 
(税込) × 使用電力量 ± 燃料費調整額 

料 金 基本料金 ＋ 電力量料金 ＋ 太陽光発電促進付加金 



産業用のピーク時の電気料金 
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• 産業用のピーク時の電気料金単価を累進課金すれば産業界に
も家庭用と同様に強力な節電のインセンティブがはたらくことが予想される。 

 

参考 スライド[発電電力量と供給電力の実態]より 
  供給電力ピーク値1割減年間日数と時間帯を、仮にそれぞれ  
  （30日間×5時間）=150時間とすると、それが1年間に占める  
  割合は（150h÷8760h）×100=1.7％  
 

• 累進課金が低い場合には、事業者は約2％の時間帯は節電しない。それ

が相当の累進課金が課せられるようになれば、事業者はピーク時を避け
る対策をとらざるをえない。 
 

• その結果、ピーク時の電力使用が平準化され電力発電容量は足りる。 
 

• 根本対策は、夏季電力ピーク期間に全産業が一斉休業（あるいは計画停

電）して一斉に夏休みをとることである。 
 

• そうなれば、過剰な電源設備を持つ必要がなくなり、根本的な 省エネルー 
  対策になる。 



現在進行中 政府各省の審議会 

内閣府 
 原子力委員会 
  原子力発電・核燃料ｻｲｸﾙ技術等 

    （発電ｺｽﾄ等検討小委員会） 

  新大綱策定会議  

 

 

経済産業省 

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 

総合資源ｴﾈﾙｷﾞｰ調査会 
  基本問題委員会 

   コスト等検討  
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主力構成メンバー 
秋元圭伍/(財)地球環境産業技術研究機構  松尾雄司/(財)日本エネルギー経済研究所 
伴英幸/原子力資料情報室 
大島堅一/立命館大学教授  飯田哲也/環境エネルギー政策研究所 

     国家戦略室 （司令塔） 

 ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境会議     
   コスト等検証委員会 
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大島堅一教授資料抜粋1/9 
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大島堅一教授資料抜粋（2/9） 
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大島堅一教授資料抜粋（3/9） 
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大島堅一教授資料抜粋（4/9） 
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大島堅一教授資料抜粋（5/9） 
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大島堅一教授資料抜粋（6/9） 
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大島堅一教授資料抜粋（7/9） 
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大島堅一教授資料抜粋（8/9） 
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大島堅一教授資料抜粋（9/9） 



「国策民営」という三つのシカケ  
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原発に参入させるために、 
国が電気事業者に仕組んだシカケ 

 

• 総括原価方式（電気料金） 
 

• 電源三法（税金：一般会計・特別会計） 
 

• 原子力損害賠償制度（原発1基上限1200億円） 
 

   このシカケが独占・不競争・高コストを生み、電気料金の中から

つくられた原資が政・官・財・マスコミ・学に回り、全体が癒着して原
子力ムラをつくり、長年の間に腐敗の温床を育てた。 
  原発事故を契機に、漸く東京電力に調査が入り「東京電力に関する経営と財務調査報
告書」2011.10.3が原価（営業費）を明らかにした。（詳細は内容参照のこと）電気の安定
供給以外に、過大な燃料費・修繕費など10年間で原価に含まれる約6000億円分を外す
ように求めている。この毎年約600億円近い原資が余剰資金となった。 



まとめ 原発の発電コストを検証する（1/2）  
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１ 公表資料と報告資料が大きく違っている 
  ・公表資料 各種発電コストの比較   

  ・報告資料 平成4年耐用年発電原価試算 
        東京電力の設置申請許可書に記載された 
        発電単価 
 

２ 原発の発電コストに、これまで含まれていなかった 
  部分 
  ・揚水発電と大距離送電の設備・運用費用 
  ・税負担 一般会計 システム開発  
        特別会計 電源立地  
  ・バックエンド費用 放射性物質の廃棄 廃炉 

  ・原子力損害賠償費用  



まとめ 原発の発電コストを検証する（2/2） 
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• 原発の発電コストは水力、火力を含めた中でも一
番高い。 
 

• 電力自由化が進んでいない日本の電気料金は、
統計上でも国際的にも高い。 
 

• 本当はもっと高い筈（税負担は表に出てこない）、
ということが明らかになった。 
 

結論 
  原発は、他の電源と同様または、それ以上に発電 

  コストが高い。  



小休止 
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第１章 原発と他の電源との比較  
1.2 原発の二酸化炭素排出量 

を検証する 



原発の広報資料事例（1/2） 
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本図の根拠は、2000年電力中央研究所報告の試算によるもの。 
ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞからﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞまで設備・運用のコストが、これで正しいかどうか。今日の知見において、「原発の発
電コストと同様に再検証する必要がある。 



原発の広報資料事例（2/2） 
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温室効果ガス（1/2） 
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温室効果ガス（2/2） 
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寒冷期と温暖期の繰り返し 

84 CO2温暖化説は間違っている：槌田 敦より転載  ほたる出版 



原発の温廃水により海水が温度上昇し、 
海面から二酸化炭素を放出 

「今私たちが知っておかなければならない、核・原子力の真実」小出裕章より引用 
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• 標準100万kW原発では原子炉の中で300万kWの高熱を発
生させて発電し、100万kWの電力取り出している。 

   残りの2/3の200万kWは、海水を引き入れて廃熱する。 
 

• 水温7℃上がった温廃水を毎秒約70ﾄﾝ海に捨てるので、原
発の発電効率は約33％しかない。 

  （廃熱・廃物という余分のｴﾝﾄﾛﾋﾟｰを処分して発電） 
 

• 原発は発電時に炭酸ｶﾞｽを発生しないが、捨てられた温廃水
は海水温度を上げ二酸化炭素を排出する。 

 

日本の全河川水量約4000億ﾄﾝ、 
54基分の原発の温廃水量約1000億ﾄﾝ 



採掘から廃物処理までの全過程で、二酸化炭素を排出
しながら、莫大な石油を使い化石エネルギーを消費 

ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞ         
採掘 
精錬 
 

ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ 
原子炉       
 

再処理       
 

廃物処分      

1ﾄﾝのｳﾗﾝ鉱（平均ｳﾗﾝ含有率0.03％）をｳﾗﾝ含有率3％に精錬し、
30kgの濃縮ｳﾗﾝを得ようとすると、970kgが放射性残土になる。 
 
ﾞ 

86 

放射性廃棄物の保管管理期間低レベル廃物3百年 高レベル廃物百万年 
 

 
残滓・劣化ウラン 
低レベル廃物 
 

 

低レベル廃物・高レベル廃棄物・廃炉 
 

低レベル廃物・高レベル廃物 
 

低レベル廃物・中レベル廃物・高レベル廃物 



二酸化炭素温暖化説は本当か 

• 現在、産業革命以降二酸化炭素の排出量が多くなったために、地球が

温暖化しつつあるという二酸化炭素温暖化説が世界を覆っている。 
 

• 二酸化炭素の排出について、発電時の二酸化炭素排出量に関し、原発

が火力発電よりも有利とのプロパガンダを展開されている。 
 

• 地球温暖化に対する懐疑論について様々な論説がある。詳細下記参照 
地球温暖化に対する懐疑論：Wikipedeaフリー百科事典 

超異常気象—30年の記録から 根本順吉 中公新書 
 

• 二酸化炭素温暖化説は科学的知見による気象学の定説ではないようだ。

（温暖化を引き起こす原因は他にもある。二酸化炭素は原因の一つ） 
 

前者 古代から繰り返し温暖化現象が起きていた事実。南極ボストークの 

  氷床観測やハワイのマウナロア観測所にて温暖化が二酸化炭素の増加 

  に先行していたという観測結果が報告されている。 

  観測結果は、二酸化炭素温暖化説を肯定していない。 
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まとめ 原発の二酸化炭素排出量を検証する 
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後者 発電時の温廃水による海面からの二酸化炭素排出量が無視され、発  
   電時以外に、どの程度の二酸化炭素排出量があるかが不明。 

 

• 二酸化炭素温暖化説に対して反論がある以上、両論を併記し、今後の
研究課題とすることが正しい科学的な態度ではないだろうか。 

 

よく考えてみよう 
 

• また、原発の二酸化炭素排出量について、今日の知見において、別の
立場から再検証する必要がある。 

 

• 1986年チェルノブイリ原発事故以降、原発の採算性悪化により世界の原

発導入が停滞していた。そこに気象学の定説でない「二酸化炭素温暖化
説」がタイミングよく登場。 
 

• 原発が地球温暖化防止の切り札という大キャンペーンが世界的に行わ
れ、これが原発推進の根拠とされてた。二酸化炭素温暖化説は原発推
進側がつくりだした、もう一つの神話ではないだろうか。 



第２章 世界の常識、日本の非常識 
原発立地 
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世界の地震の震源分布と原発立地 
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国と東電の
地震想定 

引用文献： 
地震調査研究推進本部・ 
地震調査委員会 

「主な海溝型地震」の評価
結果にJNESが一部加筆 



東京電力は給電範囲以内に 
原発を設置できなかった 
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原子炉立地審査指針 
内閣府 原子力委員会 原子炉安全専門審査会 
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２ 立地審査の指針 

立地条件の適否を判断する際には、上記の基本的目標を達成するため、少
なくとも次の三条件が満たされていることを確認しなければならない 
2.１ 原子炉の周囲は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域のこと。 
   ここにいう「ある距離の範囲」としては、重大事故の場合、もし、その距離  
   だけ離れた地点に人がいつづけるならば、その人に放射線障害を与える 
   かもしれないと判断される距離までの範囲をとるものとし、「非居住区域: 
         20mSv/y」とは、公衆が原則として居住しない区域をいうものとする。 
 

2.２ 原子炉からある距離の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は、 
   低人口地帯であること。 
   ここにいう「ある距離の範囲」としては、仮想事故の場合、何らの措置を 
   講じなければ、範囲内にいる公衆に著しい放射線災害を与えるかもしれ 
   ないと判断される範囲をとるものとし、「低人口地帯」とは、著しい放射線 
   災害を与えないために、適切な措置を講じうる環境にある地帯（例えば、 
   人口密度の低い地帯：1mSv/y）をいうものとする。 
 

2.３ 原子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ離れていること。 



原発はあだ花だった 
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「異質な危険性」をもった木（原発技術）が、

土（科学）に水や肥料をあまり与えずに放

置した挙句、あだ花を咲かせた。 
 
 

巨大地震と津波がきて、無防備な木はなぎ
倒され、悪い種が世界中に撒き散らされた。 



よい種を選んで、正しく育てよう 
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• 種から作物を育てる場合、まず土地の気候や土壌に合っ
た良い種を選ぶことから始まる。 

• 畑の雑草を抜き、土を耕し肥料をまき十分に鋤きこんでか
ら種を播き、水をやる。 

• 朝夕観察して適量な水やりと追肥をしながら育てる。 

• そうすれば、やがて花が咲き実がとれる。これを毎年繰り

返す。農業試験所では種の品種改良も行われれる。 
 

石炭 水力 石油 ガス 原子力 自然エネルギー 
 

よい種を選んで、正しく育てる 
取り組みがエネルギー政策 

 



第３章 福島原発事故は 
どうして起きたか 
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福島原発事故は、どうして起きたか 
主な要因 
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• 直接的原因：福島原発は米国仕様でつくら
れており、日本の国情に合っていなかった。 
 

• 世界でも特異な日本社会 
 

• 原子力神話を生んだ日本社会 
 

• 「原発推進」側、「反原発」側の立脚点 



直接的原因：福島原発は米国仕様でつく
られおり、日本の国情に合っていなかった 

• 1971導入福島第1原発1号機は日本で二番目に設置された原発。ターン

キー方式とよばれるもので、設置・運用に関して米国仕様に一切手を触れ

ることのできない、技術的な自主性が欠けたものだった。 

• 地下階に非常用ディーゼル発電機を設置。日本が地震・津波国であるに

もかかわらず、ハリケーンと竜巻を避けるために地下階に非常用発電機を

設置する米国方式がそのまま踏襲されていた。 

• 非常用ディーゼル発電機の数は((6×2)＋1)台=13台このうち3台でも生き

ていて、交互に原子炉に給電できれば水素爆発に至らなかったとの指摘

がある。 

• その他、津波が到達する以前に地震による送電鉄塔倒壊、配管破損や溶

接部分の剥離などが多数起きていた。 

• 「過酷事故の運転手順マニュアル」はあった。それは通電を前提としたもの

で、「全電源喪失」などは想定していない内容だった。 
98 



• 日本人の精神風土を表すものにムラの神輿
担ぎがある。みんなで神輿を担ぐ。 

 昔のムラは、田植え、稲刈りなど農や住居な どの生活の営みを維持してい 

  くために、労働力を対等に交換し合い公平に分配する共同体だった。 
  現在、農を中心とした維持可能な社会（都留重人）の原点に相当。 

 

• ムラの共同体の営みが、いまだに国、地方、
団体、会社などの運営に引き継がれている。 

 

• トップの責任があいまいにされる。 
 

• 国民の責任追求が甘い。 

世界でも特異な日本社会 

99 



原子力安全神話を生んだ日本社会 
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• ムラ志向 同質（一体化） 
 

• 大勢順応 上位下達   
 

• 権威主義 秘密主義 
 

• 少数意見を徹底排除（ムラ八分） 
 

• 民主主義の後進性      



原子力安全神話：広報資料事例 

101 
原子力2011[ｺﾝｾﾝｻｽ]より抜粋 

原子力コンセンサス2011より転載 



「原発推進」側と「反原発」側の立脚点 

「原発推進」側 
当事者：政・官・電力会社 

支援者：財・マスコミ・学 
 

既得権益の確保 

 

原子力安全神話の旗振りに 

• 電力会社の広告費 

• 政府の研究費・補助金 

• 各種審議会への招へい 

「反原発」側 
当事者：当該地元住民 

支援者：市民団体・良心的な学者 
 

  放射能汚染による危機感 

 

原発事故によって危機が本物に 

• 農水産業破壊 

• 地域社会・暮らし・家庭崩壊 

• 子ども・妊婦、原発労働者の内部
被ばくによる健康被害 
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太平洋戦争の開戦から終結まで過程 
原発開発から福島原発事故までの過程 

（両者は同じ構図） 

• 首脳部は、このまま進めば破局や深刻な事故
になることを、予め知っていた。 
 

• 国民に事実を知らせず、一方的な情報操作 

 言論統制・少数意見の圧殺 
 

• 不利な状況が見えてきていても、自ら中止の決
断ができなかった。 
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両者の背景と結果 
（同じ構図） 
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国民には 

背景  戦争中は必勝スローガン、 
 

           原発では原子力安全神話の刷り込み。 
 

 
結果  戦争中は本土空爆により生命・財産が奪 
    われ、原爆投下により戦争終結させられた。 
 

       原発では放射性物質の拡散により、土地・ 
    人命・財産が危機にさらされている。 



原発事故を引き起こした 
推進側の責任を追及しよう 

105 

国民注視のもとに、民主的手続きにより 
 

• 当事者の責任の所在を明らかにする。 
 

• 犯した大罪の真相を解明する。 
 

• 公害裁判をして犯罪者に損害賠償と償いをさせる。 
 

原発推進側 
   当事者：政・官・東京電力 
支援者：財・マスコミ・学 

 

これを実施することにより、再発防止と原発事故という 
巨大公害の「外部不経済」を内部化することができる。 



第４章 今後の経済と暮らし 
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世界人口が70億人を超えた 
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• 先進国のGDPは1990年代以降停滞している。今日
まで、日本は20年間GDPが伸びていない。その一方
でエネルギー消費は約2割増えている。 
 

• 一方、中国などの中興国のGDPは急上昇。世界的

にエネルギー需要が高まり、不足分を原発に依存
するようになった。 
 

• 産業革命以降、有限な資源を急激に浪費し、森林
破壊・大気汚染・水質汚染・海洋汚染・土壌汚染に
放射能汚染が加わり、地球環境は破壊された。 
 

• 現在世代は、未来世代に、これら大いなる負の遺
産というツケを回しつつある。 



世界の食料は足りている 
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• 現在、世界の飢餓人口は9億2500万
人。6人に1人が飢餓に苦しんでいる。 
これは食べ物が足りないからではない。 
 

• なぜなら、飢餓人口が急増した2008年

には、世界の穀物生産量は過去最高
の22億トンを記録した。 
 

• もしこの食料が世界に住む68億人に

平等に分配されていれば、一人あたり
年間320kg以上食べられたことになる。 
 

• 日本人が実際に食べている穀物は年
間160キログラム。世界では穀物に加

えて野菜や肉、魚などが生産されてい
ることを考えれば、すべての人たちが
十分に食べられるだけの食べ物が生
産されているはず。  

世界の食料事情： 
hanger free worldより転載 



世界の人口増加と 
一人当たりのエネルギー消費 

109 エネルギー白書2011より転載 



「お金持ち課税は広まるか？」（1/2） 
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「お金持ち課税は広まるか？」（2/2） 
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 グローバリゼーションが進むにつれ中間層の仕
事は新興国にますます移転し、単純事務作業は
情報技術の進展で置き換わるので、今後とも貧
富の差が拡大することは疑いない。 

 その際、政府の再配分機能を強化するのかど
うかは大きな問題となる。1980年代以降、サッ

チャー、レーガン流の新自由主義的政策が主流
となり、先進各国で富裕層の税負担を下げる方
向での動きが続いてきた。日本でも1974年には
75%であった所得税の最高税率が2000年には
40%にまで下げられた。 

 高所得層の税負担を下げれば、社会全体の貯
蓄が増える。貯蓄が増えれば、金利は下がり投
資が増え、経済は成長し雇用も増えるという目論
見だ。だが、実際に起こったことは全く逆だ。 

 金利はゼロにまで下がり、企業の貯蓄はかつ
てない額に膨れ上がっても、金は銀行で眠ったま
ま投資は起きず、失業は高止まったままだ。富裕
層の課税強化を求める動きは、このような現実を
受けての新しい動きと見られる。新たなパラダイ
ム・シフトの始まりと考えるのは尚早だろうか。 

世界中で広がる所得格差 

 所得格差の拡大は先進国、おそらくは世界
中のほとんどの国で見られる普遍的な現象だ。
その中でも米国における所得格差は顕著であ
る。 
 OECDの統計では、米国は先進国の中でもっ
とも貧困率が高い。米国では現在トップ1%の
金持ちが所得の25%を占めている。資産ベー

スで見ると、もっと高い数字になるだろう。しか
もブッシュ政権下の減税措置により、トップ1%
の平均所得税率は23%と、1985年の33%から
10%ポイントも下がっており、税制面からも格
差の拡大が加速したといえる。 
 
新たなパラダイム・シフトの始まりか？ 

 東日本大震災からの復興のための財源確保
の議論は、概ね収斂しつつある。 

 だが、中長期的に見れば、社会保障やそれ
以外の経常経費の財源確保のために、更なる
増税は不可避だ。 
 



金融取引税から国際連帯税へ 
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  2011.11.3～4 20ｶ国・地域（G20）首脳会議の宣言では、国境を超えた金 
  融取引に課税する金融取引税に言及された。「われわれは、われわれの 
  一部の国における、特に開発支援のための、金融取引税を含め、さまざま 
  な目的のために金融セクターに課税する創意を認める」と指摘。 

 

• 貧困と格差の問題が、全世界で抗議されている。 
  2000年の国連総会をきっかけとして設定された、世界的な貧困問題の解 
  決を目指すミレニアム開発目標 (MDGs) は、資金とその調達方法の不在に 
  より達成が危ぶまれている。 

 

• 新たな資金調達方法として国際連帯税が提起されてきたが、その実現の
道程は険しいとみられていた。 
 

• ところが、リーマン・ショックと欧州債務危機を経て、また「ウォール街を占
拠せよ」と叫ぶ新しい民衆運動の登場を受けて、国際連帯税に結びつく金
融取引税への期待が高まっている。 
 

金子文夫 横浜市立大学教授 
金融取引税から国際連帯税へ：雑誌「世界」2011.12  岩波書店 

『トービン税入門―新自由主義的グローバリゼーション 
に対抗するための国際戦略』共著 社会評論社 梗概を抜粋 



所得格差ができる根本原因 
不平等な取引による不公平な分配（1/4） 

• 1970年前後に、確か日本には1億総中流という時代があった。 
 

• 1986年英国保守政権により新自由主義による金融自由化「金融ビックバ
ン」がはじまる。これにより世界経済は金融の国境障壁が取り払われた。 
 

• 日本は、すでに20年前1990年代に土地・株のバブル崩壊による金融危機
を経験し、財政出動などにより漸く回復してきた。その後、2007年アメリカ・
ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ巨額損失に端を発した金融危機から世界同時不況が起きた。 
 

• 2011年ギリシャ財政危機から始まった欧州債務・ユーロ危機。米国も財政
悪化・経済停滞・消費低迷し、世界経済をけん引する余力がなくなっている。 
 

• 先進国の金融資本主義世界経済（グローバル経済）は金融経済が実質経
済の3倍以上となるような虚構によって破綻した。金融危機・財政危機から

再び世界同時不況の懸念がでている。現在、一部国際金融資本（多国籍
企業）のタックスヘブンによる租税逃避が国の財政を弱体化させつつある。 
 

• 現在、金融自由化により、経済の主権が国境なき国際金融資本に握られ
ている。資本主義経済は金融資本主義経済に変質して、更なる成長を図ろ
うとしたが、 現在、却って混乱と破綻を招いている。 
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所得格差ができる根本原因 
不平等な取引による不公平な分配（2/4） 

114 

• 現在TPPの論議が起きている。TPP協定の交渉分野はすべての産業分野

に及ぶもので、単純にいえば強大国米国の国内法・市場を、参加国全て
に広げようとするものである。 

  米国の目論みは、金融の世界標準（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）を「財・サービス」 
  の面でも世界標準化しようとするものである。国際金融資本に国益という 
  概念はあるだろうか。 
 
 

•  各参加国の各産業分野には強い分野と弱い分野がある。すべての関税
が撤廃されると「適者生存・自然淘汰」の世界が待っている。 

 

• 資本主義は、際限のない資源浪費による膨張を成長と見なし、本質的に
不平等な取引による不公平な分配の強欲な力学を有している。 
 

• 一般政府（中央・地方・社会保障基金）の財政は、企業（生産）と家計の間
（消費）にあって租税また税を徴収することにより成り立っている。 
 

• 政府は、人間及び商売、財産、所得、商品、取引等から強制的に租税ま
たは税を徴収する権力を持つ。政府は歳入を元に、公共サービスという
財政支出を行い、「財・サービス」市場から「財・サービス」を受け取る。 



所得格差ができる根本原因 
不平等な取引による不公平な分配（3/4） 
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• 本来の財政の主要課題は持てるものから持たざるものへの富の再分配に
ある。それに付随して市場経済では提供困難な公共サービス（軍事、国防、
裁判、警察、公共事業など）、景気の調整機能（累進課税が効果的）を行う。 

 

  課税方式を大別すると累進税率（直接税：人または法人にかかる税）と比 
  例税率（間接税：物品税、たとえば消費税、関税）の税の２通りがある。 
 

• 貧者も富者もなるべく低負担を望むが、どちらかといえば、貧者は直接税を、
富者は間接税を望む。 一方では大きな歳出を要求する。（出入不整合） 
 

• これまで選挙で選ばれる政治家は、一方的に選挙民の大きな歳出の要求
を聞き、財政運営では、歳入不足を補うために赤字国債を増発してきた。 
 

• 1986年チェルノブイリ原発事故、1990年 日本で土地・株バブル崩壊、1991
年ソ連崩壊、これより先進国、日本も低成長時代に入る。 
 

• 財界は、景気対策をすれば経済成長により税収が増えると国の債務の返
済できると主張。政府は、構造改革による規制緩和のほか、多年にわたり
減税による景気対策が行なってきた。意図したかしないかに拘わらず、結
果的に富裕層への所得移転になり、所得格差の増大・不景気をもたらした。 



所得格差が生じる根本原因 
不平等な取引による不公平な分配（4/4） 
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  ・所得税・相続税・贈与税の税率引き下げ 
  ・法人税の税率引き下げ 
  ・投資優遇税制、租税特別措置（分離課税含む）による優遇税制 
 

  これらにより税収不足を招き、累積債務という巨大な負の遺産を増やした。 
  現在、財政が本来持つ所得を再分配の機能が働かない結果となっている。 
  （今日、社会保障負担率と租税負担率を合わせた国民負担率は世界的に  
  みて下位。国民の租税負担能力には北欧諸国に比べてまだ余裕がある） 

 

• 低所得層の増大による購買力の低下が今日の不景気を招いている。これ
を回復させるには、1990年代以前の所得再分配機能がはたらくように、優
遇税制を抜本的に元に戻す位に見直し、税収を増やすことである。 
 

• これによって巨大債務償還の道筋がつき、財政を立て直すことができる。 
  このまま現在世代は未来世代に累積債務というツケをまわしてはならない。 

 

• 税制は国民生活に直結する。財政・税制の深刻な現状を国民に知らせて
国民的な論議を行い、民主的な手続きにより国民本位の税制に改めよう。 



今後、どのように暮らしたらよいか 

117 

  再びTPP論議、二つの間接税についての矛盾 
• 現在、財界から「TPPの間接税の一つである関税を撤廃せよ、国内では消費
税を上げよ」との声がある。これは身勝手すぎる要求である。 

 

• 現在、国際金融資本は、金融自由化により国境障壁を取り払らわれ国民国
家から超越した存在となっている。 

  （国際金融資本（多国籍企業）には、国益という概念がないのではないか） 
 

• 国民は国際金融資本（多国籍企業）が唱える経済成長（GDP）の脅迫に対

峙し、限りなく成長続けるという、ありえないもう一つの成長神話の夢からそ
ろそろ醒めよう。現在、国際金融資本は最後のあがきをしようとしている。  
 

 

  奇跡の地球を未来世代に引き継ぐために、現在世代はなにをなすべきか。   
• 限りある資源を節約し、不用不急な無駄を省いた簡素な生活を取り戻そう。 

 

• 化石エネルギーを減らし、省エネルギーに切り替えよう。 
 

• 生活目標を幸福度・生活満足度に切り替えよう。 
 

• そうして、次の未来世代に、その限りある資源を引き渡そう。 



福島原発事故後の、主要国原子力政策の動向 
ドイツ 

3月1980年までに建設された原発は停止すると発表。 

4月早急に脱原発に向かい、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰに転換意向を発表。 

(9月電機大手シーメンスが原子力事業から撤退を表明） 

6月2020年までに太陽、風力による電力消費は30％（現在7％）になる見通し。 

イタリア 

3月イタリア政府は原発の建設地選定や建設の手続きを1年間休止と発表。 

6月原子力ｴﾈﾙｷﾞｰ再導入の是非を問う国民投票の結果、94％が再導入に反対。 

アメリカ 

3月オバマ大統領、二酸化炭素を排出しない原発は重要と表明。 

フランス 

3月31日訪日したサルコジ大統領は原発推進を表明。 

 

日本 

5月G8ドーヴィル・サミットにて菅首相は「原発・化石」ｴﾈﾙｷﾞｰの2本柱に「自然・省」ｴﾈﾙｷﾞｰを加え
た4本柱」でｴﾈﾙｷﾞｰの未来を切り開くと表明。 

6月政府は現行のｴﾈﾙｷﾞｰ政策（2010年6月閣議決定）を白紙から見直すこととした。 

以上エネルギー白書2011 2010.10より転載             

12月6日原発輸出や原発技術供与の前提となる原子力協定の承認案が衆院を通過。 
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 原発の選択は国益を損なう 
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• 原発は、生物と共存できない「異質な危険性」を包含している。原発事
故により、日本の技術力の国際信用が失墜、貿易に影響している。 
 

• 現在、東日本大震災やトラブル続きで原発の設備利用率は約８割から
約２割に急落。放射性物質が全国を覆い、農水産物が汚染された。 
 

• 福島原発事故の放射能汚染の影響が東日本全体に広がり、事故の解
明が進まず、まだ収束していない。今後、損害賠償の費用、除染や廃炉
にいたるまで長期間、膨大な費用が予想される。 
 

• 未来を担う子どもや妊婦、原発労働者の内部被ばくが懸念されている。 
 

• 原発技術の輸出は公害輸出と放射能汚染の広域拡散につながる。 
 

• ビジネスでは、だれもが安くてよいもの選ぶ。高くて危険なものを選ぶも
のはいない。現在原発は「国策民営」事業であるが、仮に、このまま民
営になれば到底他の電源との国際競争にも耐えられない。 
 

• このような危険で不安定な電源に日本経済のエネルギーを任せること
は得策ではない。国際競争力のある電源の選択をいうのなら、原発を
選ばない方が国益になる。 



原発に未来はない； 
原発のない世界を考えIAEAの役割強化を訴える 

   アピールの項目                  websSite http://worldpeace7.jp/  
1. 東京電力福島第一発電所事故 
2. 恐怖と欠乏を免れた平和な生活を 
3. 安心と安全を破壊する原子力発電所の廃止と具体的提案 

4. 原発廃止は可能である 
5. 原子力発電所へのIAEAの関与の一層強化を 
6. 結び 
 

  どうすれば安心・安全な社会を築くことができるか 
• 知ることによって、不必要な不安を減らせる 
• 必要なおそれを無視すれば安全でない 
• 安全だという人に任せるより、安全でないという人に任せるほうが、安心・安全 
• 災害は、起きてからの対策より、起こさない対策がたいせつ 

• 過去から学び、未来へ構想することが望まれる 
東京都市大学 環境情報学部平成23年度市民講座レジュメ 
「どうすれば安心・安全な社会を築くことができるか」より抜粋 

小沼通二 東京都市大学名誉教授 

2011年7月11日 
世界平和アピール七人委員会 

 事務局長 小沼通二 
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東日本大震災・福島原発事故以降 
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現在、世界経済は行きづまりに直面 
 

不平等な取引による不公平な分配の経済 
グローバル経済から 

 
対等な取引による公平な分配の経済 

多面的な地域経済へ 
（人間性回復と農業の復権） 

日本は、次の時代のトップランナー 



ご清聴、 
ありがとうございました 
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詳細は、下記のホームページをご覧ください。 
 トップページ 「一粒のオリザ」  
         http//WWW.oryza101.com 
  「エネルギー政策を考える」 
    サブページ  「原発の発電コスト」 
    サブページ  「原発の発電コストを検証する」 
  「国の統計資料他を読んで財政と税制を考える」 
    サブベージ  「その１ 財政編」 
    サブページ  「その２ 税制編」 
  「宮沢賢治の森」 
    サブページ  「宮沢賢治と、世界同時不況を考える」 


