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地震の規模の最初の発表
Initial announcement of Met office

• マグニチュード（Richter’s  scale )   

M7.9→ M9.0

• 津波高さ（tsunami）

h= 3m～ 6m → 10 ～ 15m   

Fukushima Daiichi 原発 (2012 Mar.)



浪江町の校庭を疾走するウシ
cows in the schoolyard

ダチョウostrich（富岡町)



原発再稼働に賛成？
Are you for or against the restart of 

nuclear plants?(Mar.2012)

賛成(for) 反(against)

全体(total)  ２７％ ５７％
男性(Men) ４１％ ４７％

女性(Women) １５％ ６７％

消費者の意思
the customer’s intention

• 電力市場が自由化されていれば東電は多くの顧
客を失った： If the Japanese electricity market 
were liberalized enough, Tepco had lost many of 
its customers.

• 現在ほとんどの原発が停止している： One year 
after the accident of the Fukushima Daiichi  
Power Plant, the Japanese utilities have not been 
able to operate most of their nuclear plants.

• これには「原発を減らしたい」という市民の意識
が反映している： The status quo seems to 
reflect people’s feeling of rejection.



エネルギー政策の前提が崩れた
Japan has to change the future program 

• （share of generation:2009)

• 再生可能renewable：9%, 原子力nuclear26%,

化石燃料 fossil fuel 66%

→ 2030年には以下のようにする予定だった。

再生可能renewable 21%, 原子力nuclear 53%
（construct  new 14 plants,１４基増やす）、化石燃
料 fossil fuel 26%

発電コスト(generation cost :yen/kWh）
incl. cost of accident, 2011/Dec.

• 2004年の試算 2011年の試算
•

2010年 2030年

原子力 nuclear （稼働率70%） 5.9 8.9以上 8.9以上

石炭火力 coal （80%） 5.7 9.5～9.7   10.8～11.0

天然ガス火力 gas（80%） 6.2 10.7～11.1 10.9～11.4

陸上風力 wind onshore （20%） ― 9.9～17.3  8.8～17.3

地熱 geothermal （80%） ― 8.3～10.4  8.3～10.4

住宅用太陽光 PV on roof （12%） ― 33.4～38.3 9.9～20



朝日新聞「２０～３０年で脱原発を」
The Asahi Shimbun changed  the position.  

電力制度、エネルギー政策の改革
What should we do?

• 市民の意識を政策に反映させる：The Japanese 
government should take account of people’s 
intention and reform nuclear policy.

• 次の３点を同時に行う：The Japanese nuclear and 
energy policy should be reformed toward 
following directions;

• 1: 原発数を大きく減らす： Decrease greatly the 
number of NPP.

• 2: 再生可能エネルギーを増やす： Increase 
renewable energy dramatically.

• 3: 電力自由化を進める： Liberalize the 
electricity market.



タスクフォースの論点整理
(agenda for the reform of energy policy)

論点１。需要側での制御 peak shift on demand  side
論点２。需要家が電力会社を選ぶ consumers  can 

choose utility.
論点３。発電分野の規制緩和で電源の多様化。

Deregulation of generation
論点４。分散型エネルギーの拡大 increase the 

distributed energy sources
論点６。供給区域を越えた電力融通の拡大。卸し電力市

場を通じた競争の活性化。Market  for wholesale 
power 

論点７。広域での系統運用や需給調整。 Change of grid 
management

論点８。発送電分離の推進 。 unbundling

連系線の送電容量は大きい
capacity of connecting lines



脱原発への社会的な力
Can we phase out the nuclear plants?

自由化　liberalization

脱
原
子
力
の
力

自然エネ産業の育成

再生可能エネ　renewable

発送電分離　unbundling

国の導入目標　target
増加策(FIT, RPSなど)
優先接続　access

担当省庁のビジョン　vision of METI
電力業界の考え　utilities
政党の政策　political parties

市民、研究者の動向　people&researchers
NGOの強さ　How are the NGOs influencial?
メディアの論調　position of media

制度

卸売り・小売り　wholesale&retail

世論

太陽熱発電所（セビリア）：thermal 
generation plant 11MW, Sevilla



スペイン：電気の５３％が風力のときも
Spain: 53% of electricity is supplied by wind

(https://www.ree.es/)

土地は除染できず。

草をフィルムの上に置く
と放射線で感光する。

radioactive materials in 
leaves

(Chernobyl, 2006)


