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原発業界の常識は⼀般産業界の⾮常識 世界で
9
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本訴

滅びゆく
原⼦⼒発電
第 15 回口頭弁論期日

5
「過酷事故対策」と「水蒸気爆発」の
15 水 ２つの準備書面を提出予定、また、

原告の意見陳述を予定しております。
ぜひ傍聴と報告会にお越し下さい。

13:00
13:40
13:45

広島弁護士会館３F ホール 開場
広島地裁前、南西角交差点に集合
広島地裁へ乗込行進開始
広島地裁内へ 広島地裁玄関口にて手荷物検査があります。
傍聴希望者が多い場合は傍聴券抽選があります。

14:00
14:30
15:00 頃
15:15 頃

進行協議開始
第 15 回口頭弁論開始 （原告による意見陳述を予定）
口頭弁論終了見込み
報告会では弁護団より
記者会見・報告会開始
提出準備書面の解説を

（広島弁護士会館３F ホールにて）

16:30 頃

行います。

終了予定

2

次回期日のお知らせ

9
01 本訴

8

7水

第 16 回
口頭弁論期日
場所：広島地方裁判所
14:30 口頭弁論開始
特別な取組を予定しています

【主催】伊方原発広島裁判事務局
電話：090-7372-4608

〒733-0012 広島市西区中広町 2-21-22-203

E-mail : saiban̲ofﬁce@hiroshima-net.org URL: http://saiban.hiroshima-net.org

6500 万年前
万年前、今のメキシコ・ユカタン
今 メキシ
カ
図１ 世界では原発が
半島沖に巨大隕石が衝突し、地球規模の
最も高い発電手段に
大災害になりました。その時、数億年に
1kWh
2010 年 2018 年
当たり
わたって繁栄を謳歌した恐竜は環境の激
変に対応できず絶滅しました。原子力を
太陽光
使った発電手段はちょうどこのときの恐
竜のように、いま、絶滅の秋を迎えつつ
27.28 円
4.73 円
あります。原発が絶滅の秋を迎えている
理由は大きく３つあります。
陸上風力
１．チェルノブイリ事故、フクシマ事故
などを通じ、原発が危険極まりない
石炭
発電手段であることが、世界の人達
の共通認識になりつつあること。
２．これまでの宣伝と大きく異なり、原
発が経済合理性のない高コストの発
原子力
電手段であることが明らかになって
きたこと。
３．原発が生み出す、特に高レベルの放
ガス
射性廃棄物処理が極めて難しいこと。 （コンバインド
サイクル発電）

今や最も高コストの発電手段に
図１は、2010 年と 2018 年の世界の発電手段
別発電コストの推移図です。2010 年原子力は
10.56 円（１kwh あたり。以下同じ）でした。ガス（コ
ンバインドサイクル）の 9.02 円に比べれば高い手段
でしたが、太陽光（27.28 円）
、風力（13.64 円）
などに比べればまだまだ安い手段でした。
【裏面に続く】

13.64 円

4.62 円

12.21 円

11.22 円

10.56 円

16.61 円

9.02 円

6.38 円

出典：Lazard「Levelized Cost of Energy Analysis
–Version 12.0」
（2018 年 11 ⽉）

注１：廃炉と廃棄物処分のコストは含まない。
注２：データは全世界の新設案件で助成なしの均等化発電原
価を基にした数字
注３：元は US ドル表⽰だが、⽇本円に換算。レートは１US
ドル＝110 円
【参考・資料出典】公益財団法⼈ ⾃然エネルギー財団 : 報告
書「競争⼒を失う原⼦⼒発電：世界各国で⾃然エネルギーが
優位に」
（2019 年 1 ⽉）5P・53P より

世界で滅びゆく原⼦⼒発電
【表面から続き】
ところがわずか 10 年足らずの 2018 年、太陽光は
4.73 円、風力は 4.62 円と劇的にコストが下がり、
逆に原子力は 16.61 円と 50% 以上もコストアップし、
原子力はもっとも高い発電手段となったのです。
この間いったい何が起こったのでしょうか？要因は
２つあります。
①この間に技術革新・大量生産によるコストダウンで、
太陽光・風力など自然エネルギー発電コストが劇的
に下がったのです。
②原子力発電の発電コストが、2011 年のフクシマ事
故を契機に世界中で原発安全対策費や原発事故対応
費が膨らみ劇的に急上昇したこと。たとえば運転中
の発電所 61 カ所（原子炉 99 基）と世界最大の原
発大国アメリカでは、全発電所のうち実に 34 発電
所が赤字に陥りました。自然エネルギー大国でもあ
るアメリカで、自然エネルギー発電の劇的なコスト
ダウンに加えて火力発電用ガスの大幅値下がりがあ
り、電力の全米売電価格が平均 2.2 円から 3.3 円と、
原発の発電コストを大きく下回ったためです。
100 万 kW あたり今や１兆円から 1.5 兆円の建設
コストといわれる新規原発には価格競争力が全くな
いことも明らかになっています。

日本でも原発が最も高い発電手段に
日本でも太陽光発電・風力発電のコストは劇的に下
がっています。原発にはさまざまな優遇措置がとられ
ていますが、それでも最新の調査報告（日本経済研究セ
ンターの報告など）によれば、原発発電コストが約 15 円。
石炭発電が約 12 円、ガス発電が 8.4 円、陸上風力が
12.65 円、太陽光が 13.75 円といつの間にか原発が
もっとも高い発電手段となってしまいました。

【写真説明】スペイン「Industrial landscape with diﬀerent energy
resources. Sustainable development.」

【主催】伊方原発広島裁判事務局 〒733-0012 広島市西区中広町 2-21-22-203 電話：090-7372-4608
E-mail : saiban̲ofﬁce@hiroshima-net.org URL: http://saiban.hiroshima-net.org

最大 問
最大の問題は
最大の問題
高レベル放射性廃棄物の最終処分
原発のコストを考える場合に忘れてならないのは放
射性廃棄物、特に高レベル放射性廃棄物の最終処分の
実施とその費用です。

山積し、運用開始がいつにな
るのか全くわかりません。ア
メリカは、一時ネバダ州の砂
漠地帯ユッカ・マウンテンが、
150 億ドルの調査費用をかけ
た上、最終処分場として候補
に上がりましたが、地元の強
硬な反対で断念しました。

高レベル放射性廃棄物は、地下数百メートルの地層
に建設した施設に最終処分することになっています。 フィンランドの最終処分場「オンカロ」
世界の原発コストには実は
その地層は数十万年単位で変化しないと想定されてい 【資料出典】wikipedia「Onkalo spent
nuclear fuel repository」
こうした最終処分にかかわる
ます。現在そのような最終処分施設は世界中１カ所も
費用（建設費用と最低限数百年にわたる管理費用など）が全く
運用開始されていません。適地をみつけるのが難しい
かあるいはほとんど含まれていないのです。含めよう
のです。
にもいくらかかるのか適切な見積もり方法が存在しま
フィンランドのオンカロ最終処分場が 2020 年代に
せん。
運用開始を見込まれていますが確定ではありません。
日本でも候補地すら見つかり
フランスでは 2026 年にやっと実証施設のシジェオ処
ません。
「地震」と「火山」の上
分場の運用開始が予定されている他、スウェーデンで
に乗っている日本列島に、数十
最終処分場の建設許可がおりたものの、技術的問題が
万年にわたって動かない地層が
地下数百メートルに存在するの
かどうかすら疑問です。経済産
全世界の低炭素電源による発電電⼒量
業省はこうした地層処分に 3 兆
⾃然エネルギー合計
8000 億円かかると見込んでい
全世界の低炭素発電電⼒量は、
（原⼦⼒を除く）
ますが、全く根拠がありません。
ここ 10 年の間に劇的変化を遂
げました。原⼦⼒発電は 2006
それも 2017 年度末までに原子
年をピークに 11 年のフクシマ
力事業者が積み立てた資金は約
⽔⼒
事故をはさんで低迷。⼀⽅で⾃
1 兆円でしかありません。実際
然エネルギーは劇的な伸びを⾒
にかかる費用が仮に算定できた
せ、17 年には原⼦⼒発電の３
として、その費用を原発コスト
倍以上となっています。
原⼦⼒
に含めれば、恐らくそのコスト
はばかばかしいほど高価なもの
となるでしょう。1 兆円などは
2012 年：-0.33 兆 kWh
（2016 年⽐）
焼け石に水です。
2006 年：2.80 兆 kWh
2017 年：-0.17 兆 kWh
（過去最⼤）

バイオ・地熱など

（-6%、2006 年⽐）

太陽光 ⾵⼒

絶滅寸前の原発ですが、自然
に滅びるのを待っているわけに
はいきません。一刻も早く私た
ちはエネルギー政策転換を図ら
なくてはなりません。

【資料出典】原⼦⼒発電環境
整備機構（NUMO）広報パン
フレット「知って欲しい地層
処分」より

【参照資料】2019 年 1 ⽉「競争⼒を失う原⼦⼒発電」
（⾃然エネルギー財団）
・
2019 年１⽉⽇本経済研究センターのエネルギー問題調査報告書

