
質問 １００人に聞きました

問題１ 自然エネルギーは地球温
暖化の原因とされるＣＯ２の排出を
削減する効果がある。

○： 人 ×： 人

問題２ 原発も同じ効果がある。

○： 人 ×： 人



自然エネルギー
にＣＯ 削減効果はあるだろうか？２

たとえば、本場・オランダから直輸入した風車の発電
量は､４基で年間８００万ｋＷｈ。一般家庭約２４００

ＣＯ の排出戸の消費電力に相当。年間約８００トンの ２

を削減できる。

というような表現をしばしば目にする。これは正しい表現だろうか。

（毎日新聞 １９９９年５月１９日）

というような表現をしばしば目にする。これは正しい表現だろうか。

このような表現は正しくない。風力、太陽エネルギー、
水力、バイオマスなどの （再生可能「自然エネルギー

ＣＯ 削減効果はまエネルギー）の利用それ自体には ２

ったくない。

日本では再生可能なエネルギーのうち、水力と地熱を除い新エネルギー：
たものを と呼んでいる）“新エネルギー”



自然エネルギー
にＣＯ 削減効果はあるか？②２

ＣＯ 削減効果を発揮すると考自然エネルギー利用が ２

、自然エネルギーの相当分だけ化石燃料えられるのは
自の使用が同時に意図的に削減された場合、つまり、

化石燃料を現実に代替した場然エネルギーの利用が
である。合のみ

この事例で言えば、風車を設置した主体は、風車の設置終了時に新この事例で言えば、風車を設置した主体は、風車の設置終了時に新
エネルギー利用相当分の化石燃料を削減する措置を講じただろう
か。あるいは、この主体に代わって､自治体や国、その他の主体が相
当分の化石燃料の使用削減措置をとっただろうか。

おそらく現実は風力発電機を設置した
これでは、ＣＯ 削減効果だけだろう。 ２

逆に、ＬＣＡの観点はまったくない。
からはＣＯ 増加の可能性がある。２



スウェーデンの環境・エネルギー政策スウェーデンの環境・エネルギー政策

原子力問題の捉え方原子力問題の捉え方

第１０４回スウェーデン研究講座 ２０１０年１１月２９日（月）

於 スウェーデン大使館オーディトリウム １８：００～２０：００

環境問題スペシャリスト環境問題スペシャリスト

小澤徳太郎小澤徳太郎



スウェーデンの行動原理

スウェーデンは環境問題のみならず、様々な分野で他の先進工業国と一
味違う先進的なアプローチを試みてきた人口８５０万人の小国である。

、 。スウェーデンの行動原理は極めて常識的で 単純明快である
要約すれば、

と「当たり前のことを当たり前のこ

として実行する」

、「 」 「 」その背景には 自然科学的知見 および 社会科学的知見
に基づいて現実をよく見極め、問題の本質に迫る姿勢、

「人権の重視」 「平等の意識」および

がある。と「現実主義（プラグマティズム 」）

（１９９０年 小澤徳太郎）



「スウェーデン」と「日本」

政策・対策の行動原理

が とも言える３つの点正反対

（システム思考）●総合性：整合性（システム思考）●総合性：整合性

：社会的合意形成●透明性

（予防志向）●迅速性：スピード

（１９９０年 小澤徳太郎）



個人と社会のあり方

スウェーデン 米国 日本

（自立した個人）個人のあり方

弱 ×自己決定 強 ◎ 強 ◎
弱 ×自己選択 強 ◎強 ◎
弱 ×自己責任 強 ◎強 ◎

これまでの社会の対応

○公的な力／組織の力 強 ◎

個人の力 強 ◎

（めざす方向）これからの社会

強 ◎協力社会
強 ◎競争社会 強 ◎



スウェーデンの環境・エネルギー政策

原子力問題の捉え方

１．環境問題とは、環境問題の解決とは

２．２０２５年を目標とする「緑の福祉国家」２．２０２５年を目標とする「緑の福祉国家」
（エコロジカルに持続可能な社会」の行動計画

３． 「緑の福祉国家」の構築をめざすエネルギー
政策としての「原子力エネルギー」の捉え方

４．まとめ



環境問題とは、
その解決とは



立ち止まって考えてみよう戦後６４年：

自然災害★地震・津波、台風、火山の噴火など多発する

戦争やテロ★止むきざしのない

経済のグローバル化★急速に進展する

たとえ将来、自然災害を予知し、発生を止めることがでたとえ将来、自然災害を予知し、発生を止めることがで
きても、戦争やテロが完全に地球上からなくなり真に平
和な世界が訪れたとしても、我々がいま直面している

環境問題に終わりはない

我々の が「経済のあり方 「社会の在り方」」、
だからである。環境問題の直接の原因



「経済」と「環境問題」

資源およびエネルギーの利用拡大が「環境への人為的負荷」を高める。

農業 鉱業 製造業 エネルギー産業

交通 流通業環 境

自然
災害

交通

その他

テロ・戦争
住環境

労働環境

人体への負荷

市民の消費生活

製品の使用／廃棄

環 境
大気圏／水圏 （湖沼・川・地下水・
海域･海洋）／土壌／宇宙空間

最大の人為的負荷
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環境問題の原因・現象・結果

平成１３年版 「環境白書」 １１ページ



環境問題の原因・現象・結果

平成１３年版 「環境白書」 １１ページ



「経済」と「環境」は切り離せない

経済活動の本質は

「資源とエネルギーの利用」
であり、その結果、必然的に生ずるのが

である。「環境問題」である。「環境問題」

（経済経済活動は「目的とする結果」
「目的外の結果」成長）と共に、必ず
の結果の蓄積」を伴う。「その目的外

が である。「環境問題」



環境問題の解決とは何か

経済成長環境問題の解決とは金額で表示される
（ＧＤＰの成長） 、を止めるのではなく

「技術の変革」 「社会制度の変革」と

資源・エネルギーの成長を抑えてを通して
。“ ”持続可能な社会 を構築することを意味する。“ ”持続可能な社会 を構築することを意味する

経済成長 「資２０世紀型の ＧＤＰの成長は
を意味していた。源・エネルギーの成長」

資源・エネルギー２１世紀型の経済成長は
達成しなければならない。の成長を抑えて



２０３０年は大混乱！？このまま行けば、

「人口の増加」とそれに伴う経済規模の有限な地球
拡大（資源とエネルギー消費の拡大）に
よって生ずる環境の劣化

大混乱現在 混乱

2000年 2010年 2030年2000年 2010年 2030年

誕 生 ３０歳

２０歳 ５０歳

３０歳 ６０歳

４０歳 ７０歳

５０歳 ８０歳（団塊の世代：２０１０年時点で６１～６３歳を含む）

６０歳 ９０歳（将来の社会に対する意思決定に参加）

（２０００年 小澤徳太郎）

この図を２０００年に作成した時には「２０５０年は大混乱」と想定したが、この
１０年間の経過を見て２０１０年４月１日に「２０３０年は大混乱」と修正した。



持続可能性（サステナビティー）
とは、原子力や炭素吸着といった
技術の進歩がもたらすわけではな
く、人間の意識／態度の問題なの
です。だから難しいのです。

今後１００年間で人類がもっとも困難になるのはいつか

と聞くと、多くの人が２１００年ごろと答えます。私は２０
３０年ごろと思っています。



成長の限界 三部作

１９７２年 １９９２年１２月 ２００５年３月



人間社会

●
経
済

●
社
会

●
政
治

福祉国家 スウェーデン経済大国 日本

少子・高齢化

年金問題 治安の悪化

議会制民主主義の国

政治主導の安定した政治
優れた官僚機構

議会制民主主義の国

環境問題の社会的な位置づけの相違

官僚主導の安定した政治

少子・高齢化経
済
シ
ス
テ
ム

社
会
シ
ス
テ
ム

政
治
シ
ス
テ
ム

年金問題 治安の悪化
過労死 いじめ 家庭内暴力 拉致

広がる所得格差

環境問題

不良債権 膨らむ財政赤字

好調な経済

強い国際競争力

自然

景気回復

ニート現象

環境問題



日本ｖｓスウェーデン社会的心理構造：

、不安でいっぱいだが

。なぜか危機感は薄い

（１９９５年 小澤徳太郎）

、危機感は強いが
不安は少ない。



２．２０２５年を目標とする
「緑の福祉国家」
（エコロジカルに持続可能な社会」

構築への行動計画



ビジョンの相違２１世紀前半社会：

２００２年２月４日の小泉首相の施政方針演説日 本：

持続的な経済成長
「改革なくして、成長なし」

金の流れ

（２００２年 小澤徳太郎）

１９９６年９月１７日のペーション首相の施政方針演説スウェーデン：

の構築エコロジカルに持続可能な社会

「福祉国家」から へ資源・ 「緑の福祉国家」
エネルギーの流れ

「天然資源のより効率的な利用」 なくして、
今後の はありえない。社会の繁栄



スウェーデンの行動計画の特徴

、①政治のリーダーが を掲げビジョン 政治目標（ ）

②「整合性のある包括的で、柔軟な あるいは法律
国会で可決しガイドライン 政策目標」と「 」を

たうえで、たうえで、

③法律を している政策目標達成の手段として活用
こと、

④さらに政策目標達成の進捗状況をフォローしな
がら、たえず が行われている。見直し



施政方針演説９６年９月１７日の

ペーション首相は国会での施政方針演説で次
のような を明らかにした。ビジョン（政治目標）

を実「エコロジー的に持続可能な社会」
現するための取り組みでわが国は将来、

。世界を動かす力を持った先進国となろう。世界を動かす力を持った先進国となろう

水各種原材料、 、エネルギー
といった天然資源のより効率的な利用な
くしては、今後の社会の繁栄はありえな
いものである。



「緑の福祉国家」の３つの側面

（ ）緑の福祉国家 エコロジー的に持続可能な社会

とは国民の大多数が安心して生活ができ、将来に明るい
希望が持てる社会であり 「 と の両方を大切に、 人 環境

する社会」である。

（ であるための必要条件）人を大切にする社会の条件 「福祉国家」

① 社会的側面

② 経済的側面

（ であるための必要条件）環境を大切にする社会の条件 「緑の福祉国家」

③ 環境的側面





３．緑の福祉国家の構築をめざす
エネルギー政策としての
「原子力エネルギー」の捉え方



基本的な方法ビジョンを実現する

政治家＋官僚 各主体の協力
と

行 動（１） 規制緩和や規制強化
科学者＋政治家

国ビジョンの実現に障害と ★

自治体ビジョン なる諸条件の抽出と排除 ★

企業（国家の政治目標） ★

ＮＰＯ団体（２） ビジョンの実現をめざした ★

（個人）① ② ③法体系や政策目標の整備 ★国民 （個人）① ② ③法体系や政策目標の整備 ★国民

（３） 政策の決定と予算配分

⑤（４） 行政組織の新設・統廃合

２１世紀前半のビジョン 緑の福祉国家の実現①

★ビジョン：９６年９月１７日の首相の施政方針演説 ★国家像：９９年９月１４日の首相の施政方針演説

②「環境法典」の制定 ③「環境の質に関する１６の政策目標」の制定
④「緑の福祉国家」への転換政策 ⑤持続可能な開発省の新設・環境省の廃止

（ ）２０世紀のビジョン：福祉国家の建設・維持 社民党が政権に着いたおよそ７０年前に策定

④



主な転換政策「福祉国家」 から 「緑の福祉国家」 への

（国際的な対応）（１） 地球温暖化防止への対応

（国際的な対応）（２） オゾン層保護への対応

課税対象の転換（３） 税制の改革：

原発の増設なし・脱石油（４） エネルギー体系の転換：

（５） 新しい化学物質政策の策定

（６） 廃棄物に対する製造者責任制度の導入

（７） 持続可能な農業、林業、漁業

（８） 都市再生 （都市再開発）

を実現するための「社会制度の変革 「エ緑の福祉国家 」、
ネルギー体系の転換 「産業構造の転換」などには、少」、

、なくとも であるから１５～２５年のリードタイムが必要
「時間枠」 「経２１世紀前半の社会に関する議論では と、

の問題を常に意識する必要がある。済規模」



原子力技術の開発と導入

を独自に開発したのは、軽水炉技術

スウェーデンアメリカ、 、ソ連

の３カ国である。の３カ国である。

ドイツ、フランス、 、そしてイギリス等の先日本
アメリカから進工業国が軽水炉の導入に当たり、

したのに対し、 は果敢にも技術導入 スウェーデン
自由世独自開発路線を選び、最初から自分の力で

アメリカと競合する同じ技術を開発し、界で唯一
商業化に成功した。

（西堂紀一郎／ジョン･グレイ著「原子力の奇跡」 日刊工業新聞社 １９９３年２月発行）



原子力の平和利用

①平和路線の選択

核兵器の研究開発は古くから進められており、６０年代
後半には再処理工場サイトの選定も行われた。しかし、
１９６０年代末に 核兵器の開発と保有のスウェーデンは

。権限を放棄するという平和主義路線の選択を決定した

②ワンス・スルー利用の選択

スウェーデンも７０年代中頃までは

「軽水炉 － － 」（ＬＷＲ） 再処理 高速増殖炉 路線（ＦＢＲ）

しかし 「再処理はあまりに複雑で、実用規模で行うには、
、 」 、困難があり その必要性も認められない との判断から

ワンス･スルー利用を選択した。再処理路線を放棄し、



１９７９年３月２８日、
米国スリーマイル島（ＴＭＩ）原発

２号機で事故発生
原子炉の冷却水が失われて炉心が溶融する極めて深刻な事
故が起きた。 に疑問が持たれた最初のき原子炉への安全性
っかけとなった。

朝日新聞 ２００５年１月５日

水蒸気を上げるのが１号
機の冷却塔。

奥の２つの冷却塔は事故
を起こし閉鎖された２号
機のもの。



結果「原子力に関する国民投票」の

投票日 １９８０年３月２３日（日）
有権者 スウェーデン国籍を有する有権者（約６１０万人）および

スウェーデン在住３年以上の （約２１万人）外国人
投票率 ７５．６％
総投票数 ４，７７６，３２９票
白 票 １５６，４９１票 （３．３％）

選択肢 支持政党 主な支持団体 得票率選択肢 支持政党 主な支持団体 得票率

第一案（容認） 保守党 産業界、商業界など 18.9 %

第二案 労働組合など 39.1 %（条件付き容認）社民党・自由党

第三案（反対） 中央党・共産党 環境保護団体など 38.7

（注）原子力発電を容認：５８．０％
原子力発電に反対：３８．７
白 票 ： ３．３



国民投票に付された３案の内容

第一案

新規拡張は行わない。原子力発電所の

（１） との兼雇用および福祉の維持に必要な電力供給
ね合いのもとに、可能な速度で原子力発電を段ね合いのもとに、可能な速度で原子力発電を段

特に石油への依存度を減らし階的に廃棄する。
かつ再生可能なエネルギ－源が利用可能になる

、すでに運転中、建設完了済み、あるいまでは
は建設中の１２基の原子炉のみを使用する。

（２）どの原子炉から運転を止めるかの順序を決定す
る際には、安全性を考慮の対象とする。

（ 、 ） 。与党の保守党 穏健統一党 あるいは穏健党ともいう が支持



国民投票に付された３案の内容

第二案

次の内容を追加する。第一案に
（ ） 、 、 。１ エネルギ－の節約を精力的に推進し さらに いっそう推奨する

社会における最も弱いグル－プを保護する。
電力の消費を抑えるために、新規の恒久的建築物に対する直接的電力の消費を抑えるために、新規の恒久的建築物に対する直接的
な電気暖房の使用を一部制限するなど様々な手段を講じる。

（２）再生可能なエネルギ－源に関する研究開発を政府の保護のもとに
促進する。

（３）原子力発電所の環境と安全の向上をはかる。各原子炉ごとに特別
一般市民に情報を提供し続けるな安全性に関する研究を行なう。

周辺住民を加えた安全委員会を各原子力発電所に設置すために、
る。
石油および石炭火力発電所の使用を避ける。（４）

（５） 委ねられなければなら発電および配電の主たる責任は国民の手に
ない。原子力発電所および将来の発電施設は国営および市営とす
る。水力発電による余剰利益は課税により吸収する。

（国民党ともいう）および が支持。与党の自由党 野党の社民党



国民投票に付された３案の内容

第三案

原子力の継続的な拡張に反対する。
（１）遅くとも１０年以内に現在、運転中の６基の原子炉を段階的に廃止する。
（２） は石油への依存度を減らすための節約計画

ａ）エネルギーの継続的かつ強力な節約、
ｂ）再生可能なエネルギー源への実質的な投資拡大

を基礎に実施する。を基礎に実施する。
（３）運転中の原子炉の安全条件を厳しくする。核燃料未装荷の原子炉は運転さ

せない。
（４）スウェーデン国内のウラン採鉱を許可しない。
（ ） 、 、５ 現在あるいは将来 原子炉の安全性に関する解析が必要とされる場合には

当然、この提案は原子力発電所を即時閉鎖しなければならないことを意味
する。

（６）核兵器の拡散および原子力兵器を防ぐ努力を強化しなければならない。
核燃料の再処理は許可せず 原子炉および原子炉技術の輸出を停止、また、
する。

（７）代替エネルギーの生産、効率的なエネルギーの節約および原料加工産業の
増加により雇用の機会を増大する。

および が支持。与党の中央党 野党の共産党



による原発の全廃「国会決議」

国民投票の結果を考える上で忘れてはならないこ
最とは、国民投票にかけられた３つの案のうち「
」も原子力に好意的な案でも１２基を認めただけ

であったことである。

１９８０年３月２３日の の結果「国民投票」１９８０年３月２３日の の結果「国民投票」
国会はを踏まえて、同年６月１０日、

すべての原子炉２０１０年までに
廃止することを段階的に

を決定した。



８０年の 以降の動き「国民投票」

１９８０年３月 「原発に関する国民投票 （投票率 ７５．６％）」

１９８０年６月 原子炉１２基（運転２０１０年までに
中６基、建設完了済み１基および建設

。中５基 を） 全廃することを国会で決議

ソ連でチェルノブィリ原発事故発生。１９８６年４月 ソ連でチェルノブィリ原発事故発生。１９８６年４月

１９８８年６月 政府のエネルギー政策案（１９８８年３月国会へ上程）を承認。
「１９９０年代のエネルギー政策ガイドライン」が決定。

「２０１０年とした１９９７年２月 社民党、中央党および左翼党の三党合意で
原発全廃期限の撤廃」を決定。

「９７年エネルギー政策（９６／９７：８４）」に盛り込んだ。

バルセベック原発１号機を閉鎖。１９９９年１１月３０日
バルセベック原発２号機を閉鎖。２００５年 ５月３１日



８０年の「国会決議」以降
スウェーデンと日本の原発利用の推移

スウェーデン 日 本

１９８０年当時 運転中 ６基 ２２基

建設完了済 １基

建設中 ５基建設中 ５基

１９８５年 運転中 １２基 ３３基

１９９０年 運転中 １２基 ４０基

１９９９年１１月３０日 バルセベック原発１号機閉鎖
２００５年 ５月３１日 バルセベック原発２号機閉鎖

２００８年６月 運転中 １０基 ５５基

建設中 なし １基

２００８年６月２５日（水） 運転中（発電中）：３１基、停止中：２４基



温室効果ガスの排出とＧＤＰの推移



電力開発の推進力の変遷

水力･原子力エネルギーの開発１９９０年以前

①化石燃料の枯渇
②環境の酸性化対策
③貿易収支の赤字対策
④冷戦下におけるエネルギーの自立④冷戦下におけるエネルギーの自立

再生可能エネルギーの開発１９９０年以降

①温暖化対策：温室効果ガスの削減
②持続可能な電力生産
③持続可能な地域開発／農業開発
④新産業の創出／ビジネス機会の創出



エネルギー体系の転換

日本 スウェーデン「経済大国」 「福祉国家」

大量生産・大量消費・大量廃棄型経済会 福祉国家を支えるエネルギー体系
の成長 （構造） を支えるエネルギー体系 （人を大切にする社会）

水力 ３．５％ （１０％） 水力 １６．０％ （４５％）
原子力 １２．０％ （３５％） 原子力 １７．０％ （５０％）
化石燃料 ８３．１％ （５３％） 化石燃料 ５２．０％ （５％）
新エネ等 １．４％ （２％） 国産燃料 １５．０％

１９９６年 括弧内は電力 １９９６年 括弧内は電力

緑の福祉国家
を支える「人と環境を大切にする社会」

（ ）エネルギー体系 再生可能なエネルギー



：日本 ｖｓ スウェーデンエネルギー政策
国家目標

① ①競争力ある電力およびそガ イ ド ラ 年平均２％程度の経済成長
を実現 の他のエネルギーの確保イン

②ＣＯ 排出量を１９９０ ②人の健康、環境、気候へ２ 年レ
ベルに抑制 の影響が少ないエネルギー

③エネルギー安全保障の向上 体系の構築

９８年６月の長期エネルギー需給見通 （９６／９７年のエネルギー政策）（ ）

持続的な経済成長 緑の福祉国家

当面：原子力､石炭､天然ガス 当面：電気の有効利用､省エ
、新エネの増加 ネルギー実 現 の た

長期：再生可能なエネルギめ 長期：原子力に依存するエネ
ー体系の政策 ルギー体系

省エネ､再生可能な研究開発／ 原子力
エネルギーに重点予算の配分 に重点

？？？ ？実現の可能性





エネルギー供給構造の転換
７０年以降２０００年ま福祉国家を支えるスウェーデンの総エネルギー供給量は、

であるが、エネルギー供給体系に占めるエネルギー源での３０年間ほぼ横ばい
の構成割合はかなり変わってきた。７０年当時と２０００年時点のエネルギー源の
構成割合は次のとおりである

１９７０年 ２０００年

原油・石油製品 ７７％ ３３％
水力・原子力 ９％ ４２％
石炭・コークス ４％ ４％石炭・コークス ４％ ４％
バイオ燃料・ピート ９％ １６％
その他 １％ ５％

２０００年の「その他」には、天然ガス、風力、廃棄物（ゴミ）などが含まれる。

原油おこの３０年間の著しい変化は、エネルギー構成割合に占める
これらは原子力とバイオマスで置き換よび石油製品の減少である。

ＣＯ の削減に大きく貢献した。一次エネルギーの３０％強えられ、 ２

（水力、バイオマス、風力など） されが再生可能エネルギー で供給
、 。ており 自然エネルギーへの一層のエネルギー転換が図られている

（Ｅｎｅｒｇｙ ｉｎ Ｓｗｅｄｅｎ ２００１より作成）



－その５２０５０年のエネルギー・ビジョン

スウェーデン電力研究所

（ＥＬＦＯＲＳＫ） １９９６

１９９４年 ２０５０年
電力 総エネルギー 電力 総エネルギー電力 総エネルギー 電力 総エネルギー

民生（家庭＋業務） ７２ １５２ ６５ １１３～１２５

産 業 ５０ １３６ ５０ １０５～１１５

運 輸 ３ ８７ １０ ８０

切断可能な電気ボイラー ４ ４ － －

損 失 ９ ９ ５ ５～１０

合 計（ＴＷｈ） １３８ ３８８ １３０ ３００～３３０



－その２２０５０年のエネルギー・ビジョン

技術的な 実際的な
ポテンシャル ポテンシャル

水力発電 １３０ ８０

コジェネレーション ＞４０ ３０

背圧発電（産業） ＞８ ５

電力生産

現
状
維
持

背圧発電（産業） ＞８ ５

風力発電 ＞２５ １０

太陽光発電 ５

合計（ＴＷｈ／年） １３０

、この電力システムは原子力への依存なしに
あると考え化石燃料を最小限にして達成可能で

られる。

現
状
維
持



原子力

石 炭

その他

エネルギー供給

エネルギーシナリオ：２０５０年
スウェーデン政府の

石 油

水 力

バイオマス

風 力

天燃ガス



エネルギー需要

熱利用

電力熱

電力

皆さんは日本の 「オール電化マンション」 をどう考えますか？



石油依存からの脱却

気候変動（日本では「地球温暖化」という）への対応は、現代の最
大にして最重要な環境問題への挑戦である。世界の気象研究者の大
部分が「地球の気候システムが変動しつつあること、これらの変動
を減速させるために しなければならな温室効果ガスの排出量を削減
い」という点で合意が出来ている。そこで、政府は

スウェーデンの化石燃料「２０２０年までにスウェーデンの化石燃料「２０２０年までに
」に必要な条件を整備すると依存からの脱却

いう政策目標

を設定した。

に広範な専門家からなる委員会「石油依存からの脱却をめ２００５年１２月
ざす委員会」が発足した。 に、Ｇ．ペーション首相を議長とする２００６年春
この委員会はこの新プロジェクトを達成するための行動を検討することに
なっている。



発電燃料に占める非化石燃料率

国・地域 原子力 水 力 合 計

スウェーデン４４% ５１% ９５%

フランス ７４ １５ ８９

カナダ １６ ６１ ７７

韓国 ４３ ４ ４７

台湾 ３４ ９ ４３

日本 ２８ １０ ３８

ドイツ ３０ ３ ３３

米国 ２０ ８ ２８

英国 ２４ ２ ２６

イタリア ０ ２１ ２１

中国 ０ １７ １７

オランダ ５ ０ ５

（出所）ウラン協会創立２０周年シンポジュ
ウム

加納時男「基調講演」
１９９５年９月 ロンドン



スウェーデンの核廃棄物処分施設

１９８８年完成

１９８５年完成

２０２０年頃をメドに完成させる



最近の原発政策の動向

スウェーデンには､日本のように、新規原発を増設し続けて行
こうとするようなエネルギー政策はなく、「原発依存を抑制する
方向性（脱原発の方向性）」には変わりないと思う。

ただ、２００９年２月にスウェーデンの原発政策にちょっとした動
きがあった。

それは、既存の１０基の原発の寿命（国民投票が行われた１９
８０年の時に想定されていた原発の技術的寿命は２５年であっ
たが、現在では６０年程度と見積もられている）が近づいてきた
場合に混乱が起きないよう、「現在の原発サイト（フォーシュマ
ルク）、オスカーシャム、リングハルスの３カ所）」に限って、そし
て既存の１０基に限って更新（立て替え）が可能になるように、
更新の道をあけておくという政治的な決定がなされたことであ
る。



１９９６年に、２１世紀のビジョ
ンとして「緑の福祉国家」を掲げた
比較第一党の社民党は２０１０年
９月の総選挙で敗北し、現在野党
の立場にあるが、２００１年の党の立場にあるが、２００１年の党
綱領で「緑の福祉国家」（エコロ
ジカルに持続可能な社会）には原
発は不要であることを明記してい
る。



●日本のメディアでは、
「スウェーデンの脱原発政策の転換」

●私理解では、

同じ政策でも

「スウェーデンの持続可能な社会を
支えるためのエネルギー体系の修正」

なぜこのような異なった理解
となるのか？



日本経済新聞 ２００９年２月６日



朝日新聞 ２００９年２月６日 朝刊





毎日新聞 ２００９年２月６日



朝日新聞 ２０１０年６月１９日 朝刊
賛成 １７４票

反対 １７２票



毎日新聞 ２０１０年６月１９日

讀賣新聞 ２０１０年６月１９日

関連記事

日本経済新聞 なし
産経新聞 なし



＊A sustainable energy and climate policy for the environment, competitiveness and
long-term stability



２００９年２月５日の４党合意文書

環境・競争力・長期安定をめざす持続可能な

エネルギー・気候政策
３本の柱

①エコロジカルな持続可能性
②競争力
③供給の安定③供給の安定

２０２０年の目標
①５０％ 総エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合
②１０％ 運輸部門における再生可能エネルギーの割合
③２０％ エネルギー利用効率の改善
④４０％ 温室効果ガス排出量の削減（９０年比）

２０１５年に進捗状況の調査





朝日新聞 １９８８年６月９日

朝日新聞 １９８８年８月１０日



エネルギー政策の将来は の中に「政治」

１９８９年４月、日本原子力産業会議の第２２回年次大会にゲスト・スピ
ーカーとして招待され、原子力推進の立場から講演したＴ．Ｒ．イャール
ホルム・ストックホルム大学の物理学教授はその講演の中で、スウェーデ

ンの を次のように表現した。「国会決議」の重み

スウェーデンのエネルギー政策の将来を理解するカギは政
政治の中にある。 民策の中にあるのではなく、 我々にとって

は、どんなエネルギー政策よりも重要である。主主義主義は、どんなエネルギー政策よりも重要である。主主義主義

「国会決議」２０１０年までにすべての原子炉を廃棄するという
２０がある限り、我々は法にしたがい、あたかも最後の原子炉を

を立てることになる。０９年１２月３１日までに廃棄するよう計画

しかし、このようなことは起こらないであろう。代替供給策がない
という を考え合せると、私の結論は、原エネルギー技術の現状
子力は廃棄されないであろうということだ。



という意味「スウェーデンに学ぶ」
というのであれば 「人口や経済規「スウェーデンをすべてまねしよう」 、

模に大きな差があるのだから、参考にはならない」というのは正しい判断
である。しかし と提案している論者が主張し、「スウェーデンに学ぼう」
たいのは、

「概すぐれた先見性と資質をそなえた国が具体化した
を徹底念 「ルール 「制度 「技術」」、 」、 」、 などの合理性

将来の日本の社的かつ真剣に検証することによって、将来の日本の社的かつ真剣に検証することによって、
会の方向性を見極めよう

「合理性がある、好ましい」と判断した事例ということである。そして、
に対しては、日本の現状からその方向に向かうにはどうすればよいかを考
えることである。

その違いは、スウェーデンの年金制度と日本の年金制度を比べてみれば、
人口や経済規模の大きさの違いではなく、 であることがわか考え方の違い
る。スウェーデンの社会制度には普遍性が高いものが多いので、日本の参
考になるはずである。



「経済」 「社会」（福祉） 「環境」、
不安の根っこは同じだ！



Eメール backcast2010@dream.jp

ＨＰページ http://www.maroon.dti.ne.jp/backcast

ブログ http://blog.goo.ne.jp/backcast2007



オバマ政権は２００９年、
この計画を変更した。

２００９年発行
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