
『日本はなぜ原発を輸出するの
か』

「アトムズ・フォア・ピース」と原子力輸出入～

きっかけ

2016.8.13 APAST 

鈴木真奈美

φ 機器等の輸出 70年代～

＠ 原子力発電プラント一式の輸出
・80年代から目指されてきたが、実現できなかった

• 2005年から急に現実味を帯びてきた

・福島原発事故、それでも輸出

伝）

「世界の原子力平和利用に貢献j （日本政府）

＊原子力？ 核？ ／ 民生（Civil) ? 平和？

本日のお話の流れ

序． この問題を考えるにようになったきっかけ

1 「アトムズ・フォア・ピースj と原子力輸出入の関係

2. 「原子力ルネサンスJと原子力輸出入の関係

3. 日本の原子力輸出～推進の背景～

4.過去と今日の輸出の相違

おわりに代えて

「アトムズ・フォア・ピースJ演説の背景

。「アトムズ・フォア・ピース」演説（ 1 9 5 3年）
機密→「平和的利用Jを条件に、技術、機器、核燃料等を提供

（＝輸出）。

＠背景（一部）

Oソ連の「平和J攻勢
• 1949年、核（原爆）実験成功
・ソ連の宣伝 ソ連の核爆発は「民生J目的

。ソ連、英国による発電用原子炉の開発
・米国は軍事用に注力
－発電用技術開発の遅れ、主導権を奪われる恐れ
・経済（市場を奪われる恐れ）、外交の損失
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「アトムズ・フォア・ピ｝スJプログラムの意図

＠核エネルギー技術の保持・拡大の正当化
・原爆製造を目的に開発された一連の核エネノレギ］技術を、国自主主の
民生利用＜ r平和平IJ用j）に提供するととで、その保持・拡大を正当化0

．輸出のための法整備→現行の輸出スキームの土台

φ核不拡散体制の確立

・二国間原子力協定（軍事利用禁止、第三国移転禁止等）に基づく技術
供与（~輸出）。

・核不拡散協定（NPT）体制の確立。国際法で核の軍事利用も認められる
国を限定、それ以外の国は「平和利用」の権利だけを有する。

＠米ソによる「伺盟管理J （自陣営・友好国に輸出し、管理）

「アトムズ・フォア・ピース」プログラムによる原子炉の拡散

。稼働中（！AEAデータパース、四1昨 7月末現在）
・発電用原子炉 30カ国・地域（台湾）で44A基
・研究用原子炉 56カ国・地域（台湾）で244基

。一握りの国家（十原子力メーカー）が供給（一部除く）
世界のー握りの原子力メーカ）が自国内への供給に加え、他国へ輸出
・それらのメーカー¢許可を得て、他国メーカーがライセンス生産。
・他の工程も、基本的に問機（そうでない場合、核武装が疑われる） , 

・発電用原子炉の運転開始と運転終了
・大半が1970年代から1980年代にかけて運転開虫色
・運転期聞を40年と組定すると、これらの既設原発は今後続々 と運転終了。
．運転期聞を60年に延長しても大差ない。
・現状のまま推移すると・．．

世界の原子力発電（＝核エネルギ｝の「平和利用J）は今世紀半ばには実質的に閉幕。
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「アトムズ・フォア・ピース」と原子力輸出入の関係

φ 「アトムズ・フォア・ピースJ
主目的．核拡散防止 く核兵器廃絶ではない〉
ツーノレ，統制された（regulated）原子力輸出

（ニ核不拡散）を＠市場を通じて「アトムズ・フォア・ピースJ
維持・拡大

・核拡散防止を原干力産掌の匝l際商取引

→矛盾の拡大（とくに西側）
L屋エ去盤出ムムを通じて実施

孟函》也
・原子力発電導入国の市民（主電力消費者）は、電力料金と税金を通じ

て、いや応なしに、自国と世：界の原子力利用を下支えするシステムに組み
込まれる
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このグラフから読み取れること・

＠原子炉保有台核兵器製造能力保有

@60年代半ばから、米国・ソ連による輸出
（＝陣営内の国々 による輸入）が本格化

• 1964年、中国核実験成功の影響？

• 1964年、米国で沸騰水型軽水炉の発電コ
ストに関する報告書の発表
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「原子力ルネサンスj と原子力輸出入の関係

。「原子力ノレネサンスJ (Nuclear Renaissance.核の復興、復活）
*2001年、米国政府高官の発言

。背景
。核不拡散体制の変化米国の視角

・米国が介入できる原子炉の減少→消失ワ
・フ チン政権によるインド、その他への接近（2000年～）
．非国家主体による核テロのリスク

。原子力発電の終わりワ
－原子力利用を維持するには・
①「アトムズ・フォア・ピースl描罰t後のような原子力ブームを再び若起
R10 80年代を上回る操業開始ラッシュを2020年代に再現
・原発輸出入手続き＋原発建設はリードタイムが10年以上かかる

→今世紀Iζ入札輸出／輸入計闘が活発化

。日本 「輸入国（受領国） Jから「輸出国（供給国） Jへの移行
をめざす
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新設なしで推移した場合・．．

世界の韓国中の発電用席子炉基散の毘過し（2013～2058年1
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日本の原子力輸出政策

。1982年から輸出の方針、しかし壁（ライセンス問題、米国政府の圧力）

。原子力メーカーは国内需要で十分

。90年代に入札園内新規建設の低迷

原子力技術・人材の維持が困難

。国の指針（輸出推進の根拠）

2 0 0 5年 「原子力政策大綱I原子力委員会

2030以降も現状水準（ 30-40%）以上に保つ

2006年 「原子力立国計画J経産省

国内建設低迷期間は輸出！とよって技術・人材を維持

。米国の変化
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日本・国内市場の低迷
。1 9 9 0年頃から新規着工が途切れがちに

a¥.l't 』原子力発電所の後手書
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米国発「原子力ルネサンスj

。ブッシュ（子）政権（2001-2009年）の原子力政策

。核不拡散体制の変化，プーチン大統領（ 2 0 0 0年に就任）、インド

への接近
・タヲプーノレ原発（GE製即時への燃料供給合意
－原発輸出核実験を受けて対印制裁 vs ロシアによる対印輸出

＠米国の原子力状況．人材・技術・製造ラインが縮小、 「2035年問題J

→政府が原子力再建支援へ
・新エネルギー法位。05年） ，新規建設を債務保証などで優遇
－国内原子力市場の開放 日本、フランスなどのメーカー参入
・市場開拓！インド、中国、中東等
＊従来、核拡散の懸；まから輸出を制限・禁止していた国々への輸出解禁

C各国政府、金融界を刺激
「ニュークリア・ルネサンスj （復興、復活）
「ニュークリア田リラプスI （ぶり返し）
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2005年時点での産業界による原発建設見通し（還幸子訓間60年制定）

個「 圏内市場形成・擁立 低温 建て脅え
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I 米国新設・リプレースなしなら・・・

I 2 o 3ト~~年にほぼ全てが運転終了
理転潮間

過去と今日の輸出の相違

。輸出国／メーカーの変化

＊未聞の後退（設計と外交）、実質的に市場

現在までに、
稼働中原発の

大半がNRCより
運転延長許可
取得

＊ロシア、フランス、カナダ＋輸出新興国（目、韓、中）
＊ドイツ撤退

。名目 核不拡散→政治的利益、経済的利益
。市場・東西→世界

＊ロシア式売り込み（ロシアはOECD非加盟）の影響、競争激化
。融資スキームの変化

＊プロジェクト・ファイナンスの適用

B O O (Build Own口perate)

＊特別目的会社が責任を負う。損害賠費？融資ノンリコース？

＋異議申し立て運動の存在、トランスナショナル化

「日米原子力同盟の幕開けJ （甘利経産相、 2007年）

＠ブッシュ（子）政権十第一次安倍政権 (2 0 0 6～2007年）

「日米原子力共同行動j 日米関係閣僚が合意（ 2 0 0 7年）

・日本が米国の新設支援（＝輸出）、米国市場進出→（現）米聞の原子力離れ

・按燃料サイクル技術での協力→（現）オパマ政権で歯止め

－里米共同で第三国輸出来国核兵器拡散防止、対ロ（＋対中。）牽市lj

L十仏J 日本原子力技滞産業の維持、盆己辺義図鑑

。原子力をめぐる日米関係の変化

・日本が技術＋融資の提供（立場が逆転）

rw・「先生と生徒J I抑えつける側と抑えつけられる側J→「対等のパートナーJ
in-W1nJ 

＊原子力版「戦後レジームJからの脱却ワ

原子力輸出を通じて自国（及び世界）の原子力維持／再生をめざす国々

日 韓

国匝i同
巴回

[}E_J 

阻図

＊送.,_Jb,_」主、韓、加 vs 露

＊中国が市場、資金の提供

中国が牽ヲ｜・“ ChinaEffect" 

口醐 f紛／ti悶』（ただし当面師団同“許可”必要）

[_J現在l坤実上の f輸入国J （かつての f酬国』）、
原子力再生をめざす

圏 f輸入国Jかつ噛l咽 J

口 『輸出国J

闘醐子力（輸出を含む）を選択した国
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過去と今日の輸出の相違．異議申し立て運動の連携

匝瓦亙蚕量日

おわりに代えて・私たちの責任

＋軍事と民生の両面で核エネノレギー依存の継続か、別の道か。

＠日本の原子力産業と原子力技術の維持？

－原子力産業のビジネス → 廃炉、除染で維持できる
ビジネス・チャンス？

・原子力技術→ 何のために維持？

4炉原子力発電・原子力輸出を支える資金は、税金と電気料金

→伺われているのは、市民の責任
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