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☆ニュースレター10 号をお届けします。 

記事内容 

 お知らせコーナー╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌1－3 

(A) 第 4 回環境問題研究会(12 月 13 日)のお知らせ 

(B) 第 3 回未来社会研究会(2016 年 1 月 10 日)のお知らせ 

 

   報告・記事コーナー╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌3－7 

（Ⅰ）第 4 回エネルギーシフト研究会の報告要旨╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌3－4 

（Ⅱ）電源開発磯子火力発電所見学ツアー報告 ╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌――――――4‐6 

会員からの記事╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌ 6－7 

 

 

 

(A) ROAEE 環境問題研究会（第 4回）のお知らせ 

 RAEE の準備会の段階から理事を務めてこられた斉藤博氏は、長年にわたってベトナムの教育事

業への支援活動をはじめ、ベトナムの人々との交流を深めてこられました。ベトナム訪問記の一端

は、ROAEE のニュースレター第 9 号に記事が掲載されています（この記事は開設された ROAEE・

アジア環境・エネルギー研究機構のホームページで読むことができます）。今回は斉藤氏のベトナム

での交流・調査にもとづいて原発輸出の問題をテーマにお話ししていただきます。ふるってご参加

ください。 

 

テーマ： 原発輸出を考える ― ベトナムの事例から 

講 師： 斉藤博氏（ROAEE 理事） 

日 時： 2015 年 12 月 13 日（日）15：00～17：00 

会 場： 立教大学（池袋）12 号館地下第Ⅰ会議室 
 研究会終了後、ROAEE の忘年会を開きます。こちらにもふるってご参加ください。 

 

（写真）次頁にあります。 

 

 

☀お知らせコーナー 

〒 101-0061 東京都千代田区三崎町 2 丁目 6 番 9 号 

tel. 03-3237-7073  fax. 03-5215-1952  mail: contact@aeeri.org 
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現地に掲げられているベトナム原発予定地の地図（撮影：齊藤博） 

 

 

 

(B) ROAEE 未来社会研究会（第 3回）のお知らせ 

いまさらマルクスか、とお思いの方もおられるでしょう。あるいはマルクスは大体分かっている

よ、という方もいらっしゃるでしょう。しかし未来社会を考える上で、マルクスはいまなお魅力的

な光彩を放っています。とくに近年、従来のステレオタイプのマルクス像とは異なる姿が、マルク

スの晩年の抜粋ノートの研究から浮かび上がってきています。晩年のマルクスが、恐慌革命論から

離れ、資本主義の生命の強靭さを痛切に感じながら、社会変革の道をいかに探ったか。第一線の気

鋭の研究者である佐々木隆治氏をお招きして、マルクスの社会変革論の変遷と深化について、その

エッセンスをお話いただきます。ふるってご参加ください。 

テーマ： マルクスの社会変革論の変遷と深化 

―環境・共同体・ジェンダー― 

講 師： 佐々木隆治氏（立教大学経済学部准教授） 

日 時： 2016 年 1 月 10 日（日）15：00～17：00 

会 場： 立教大学（池袋）12 号館二階会議室 

  ← 佐々木氏も翻訳に参加した話題の書の表紙写真。 
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☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞ 

報告・記事コーナー 

(Ⅰ)第 4 回エネルギーシフト研究会(報告要旨) 

 以下の報告要旨は 10 月 11 日（日）15：00～17：00 に立教大学 12 号館地下 1 階第２会議室で開

催された研究会の内容を報告者の下浦先生に要約していただいたものです。 

  

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故 

－原子核物理学者は何を思い、何を行い、そして何を学んだか－ 

 

東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター 

下浦 享 

 

 

物質を構成する原子核の様々な性質を調べ、物質や宇宙の成り立ちを知ることを目的とする原子

核物理学研究者が、2011 年 3 月の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故後がどのような活動を

したか、その活動の中で見られた自然科学者の社会的な役割についてお話をした。 

まず、原子核物理学、特に実験分野の基礎となっている放射線およびその測定を紹介した。放射

線の特徴として、目に見えないこと、非日常的なとても大きな数やとても小さな数が現れること、

現象が確率的であるという理解しづらさがある反面、測定感度が非常に高いことの有用性と、定量

的な評価と判断が必要なことを述べた。 

日本の原子核物理コミュニティ(実験約 650 名、理論約 450 名)は、事故直後からメーリングリス

トで議論を始めた。すぐにできる活動として、それぞれの研究室にあるサーベイメータを持ち寄っ

てスクリーニング作業に参加し、その活動は８月まで続けた。並行して、核化学、地球環境科学分

野と連携し、放出された放射性物質の分布を知ることの重要性が確認された。学術会議や各大学の

働きかけにより、６月から約 2200 箇所から約 10000 個の土壌試料が採取され、その放射性物質の

測定が行われた。土壌採取には 409 名、測定には 340 名が参加した。 

この活動の結果はhttp://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/338/list-1.htmlの第一次調査報告書にまと

められている。多くの機関の研究者が、異なる種類の測定器で、同じ水準の測定結果を出すことは

必ずしも容易ではなかったが、相互比較や測定値の再評価などにより、結果として、採取されたす

べての地点での放射性物質の分布が得られた。 
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未曾有の事故をきっかけとして、ボランタリーベースでボトムアップのコラボレーションが形成

され、専門性を超え、社会的活動がなされた実例であるとともに、調査の開始が遅れたことなど、

危機管理体制の問題点も明らかにされた。 

 

 

☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛ 

 

(Ⅱ) 電源開発磯子火力発電所見学ツアー報告 

 

東京ガス根岸 LNG スクエア、電源開発磯子火力発電所見学記 

2015 年 10 月 11 日 

菊地 進 

 

2015 年 10 月 1 日に横浜市磯子区にある東京ガス根岸 LNG スクエア、電源開発磯子火力発電所

の見学を行いました。前者は、日本初の液化天然ガスの輸入基地であること、後者は、高効率技術

と環境性能において世界一の水準にある火力発電所といわれていることが見学の動機でした。いず

れの施設も名簿を添えた事前の申し込みが必要で、かねてからの視察時の団体名である地場産業研

究会 10 名で申し込みました。 

 

当日のスケジュール 

10 月 1 日（木）JR 根岸線磯子駅改札口 9：45 集合 

 10：00 東京ガスのバスで東京ガス根岸 LNG スクエアへ 10：30～12：30 見学 

 12：30 東京ガス会議室にて昼食 

 13：20 東京ガスのバスで ISOGO エネルギープラザへ移動 

13：30 電源開発磯子火力発電所見学 

 15：30 路線バスにて磯子駅へ 

 バスでの送迎、昼食を会議室でとらせていただくなど東京ガス LNG スクエアには大変お世話にな

りました。また、磯子火力発電所には当日の天候のため見学時間を調節していただくなど便宜を図

っていただきました。 
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東京ガス根岸 LNG スクエア 

沿革 

 根岸 LNG 基地は、首都圏のガス需要に応えるため、日本で最初の LNG（液化天然ガス）の基地

として作られました。受け入れた LNG の約 8 割は都市ガスとして提供され、2 割が東京電力横浜南

火力発電所に供給されています。1966 年の 5 月に基地としての創業を開始し、アラスカ、ブルネイ、

マレーシア、オーストラリア、カタール、ダーウイン、サハリンなどから LNG を受け入れ、2008

年には受け入れ量 1 億トンに達しています。 

仕組み 

 ヨーロッパでは LNG をパイプラインで運んでいますが、日本はそのようなわけにはいきません。

そこで、天然ガス田で採取された天然ガスを LNG 液化基地でマイナス 162 度（ここが沸点）に冷

却します。その際不純物を取り除きます。液化することのメリットは 600 分の 1 まで体積を減らす

ことができることです。こうしてえられた液化天然ガスを LNG タンカーで国内の LNG 基地まで運

びます。 

 搬入された LNG はマイナス 162 度のまま冷却タンクに貯蔵されます。これを海水で温めてガス

化し、都市ガスや東京電力向けに送るわけです。仕組みとしては比較的単純ですが、特徴はガス化

の直前まで低温貯蔵をしていることです。この力を活かさない手はありません。そこで、発電所敷

地内では液体酸素・窒素の製造、冷凍マグロ倉庫、ドライアイス製造などが行われています。 

 東京ガスグループでは、LNG 基地として根岸基地のほか、袖ケ浦 LNG 基地、扇島 LNG 基地を

持っています。また、LNG を用いた火力発電所として、扇島パワーステーション、川崎天然ガス発

電所、横須賀パワーステーション、袖ケ浦発電所を持ち、130 万キロワットを発電しています。同

グループは、電力自由化のなかで来年より電力小売市場に参入する予定であるとのことです。 

 

 

電源開発磯子火力発電所 

沿革 

磯子火力発電所は 1967 年に、国の石炭政策に沿って建設された都市型発電所です。大都市部の発電所

として、初めて公害防止協定を横浜市と結びました。2002 年、2009 年に営業を始めた 1 号機、2 号機は、

「最新の環境対策設備」を備え、環境負荷低減とエネルギー効率向上において世界最高水準にあるとい

われています。120 万キロワットの供給力を持っています。 

仕組み 

 石炭船で運び入れた石炭を発電所内に運び入れ、微粉炭機で粉末状にし、ボイラーで燃やします。こ
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の熱で、ボイラー内部にある何千本もの細いパイプを通る水を熱し、高温・高圧の蒸気を作ります。こ

の蒸気をタービンに送り、その噴射力と膨張力によってタービンの羽根車を高速回転させて電気を起こ

します。火力発電の原理はおおよそ以上の通りであり、効率性に差があるものの、どこの火力発電所も

ほぼ同様の方法がとられているとのことです。 

大気汚染防止対策 

磯子火力発電所の特徴は、その環境性能にあります。まず、乾式排煙脱硝装置により、窒素酸化物 NOX

を含んだ排ガスをアンモニア触媒層の中を通して、無害な水と窒素に分解します。また、鑑識排煙脱硫

装置を備え、活性炭を充てんした脱硫等の中を通し、活性炭の中に硫黄酸化物を吸着させ、再生棟に送

って硫黄酸化物を脱離します。この硫黄酸化物を濃硫酸として回収し有効利用が図られます。粉塵につ

いては、電気式集塵装置を備え、マイナスの電気を帯びた煤塵をプラスの電極に引き寄せ、取り除きま

す。石炭灰は、セメント原料や肥料にほぼ全量有効利用されています。放流水についても、海への影響

を考慮し、取放水温度差を 7 度以下に抑えています。 

脱硝効率；1 号機 87.5％、2 号機 91.9％ 集塵効率；1 号機 99.94％、2 号機 99.97％ 

脱硫効率；1 号機 95.0％、2 号機 97.8％ CO2については今後の課題（地中埋め込み等を研究中） 

過渡期の電源として 

世界の発電の主流は火力発電ですが、こうした施設が整えられるならば、環境汚染がかなり減じられ

ることになります。石炭の輸入可能地は世界か各地に広がり、安定的に確保できることを考えると、自

然エネルギーが大きく広がるまでの過渡期の電源としてもっと見直されてよいのではないかと思いまし

た。 

 

電源開発磯子火力発電所の見学――コメント―― 

                                       大橋英五 

 

 高度な廃棄物処理の実態について説明を受けた。磯子火力発電所の高度な処理技術について、

たとえば中国などへの海外移転について話題となった。廃棄物の処理にはコストがかかり、このこ

とが課題となるとの指摘があった。 

大規模な発電設備の運営が、情報システムにもとづいて運営されており、大きな事故が発生した

場合の対応についての不安が指摘された。 

 

☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹ 

会員からの記事(1) 

 

 石炭火力発電の動向を注視している｢気候ネットワーク｣(環境 NPO)によれば、日本全国で石炭火力発

電所の新規建設計画は、計 48 基（23500000kw）に達しており、これらがすべて稼働した場合、推計で

年間１億 4098 万トンの二酸化炭素(CO2)が排出されると報じています(｢気候ネットワーク石炭発電所新

設ウオッチ｣)。菊地報告にあるように、磯子火力発電施設にあっては、脱硝効率；1 号機 87.5％、2 号機

91.9％ 集塵効率；1 号機 99.94％、2 号機 99.97％、脱硫効率；1 号機 95.0％、2 号機 97.8％と環境汚
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染がかなり減じられていますが、しかし、「CO2 については今後の課題（地中埋め込み等を研究中）」で

す。環境庁もこの事態に懸念を示していますが、この｢懸念｣が原子力発電の再稼働を推進する政府の方

向性を推し進める下心が見え隠れするようで、なんとも気分がすっきりしません。日本の技術力を再生

可能なエネルギーの開発に集中するということが早期に実現しなければ、次世代にきれいな地球を残す

ことは不可能になるのではないかと少し焦りを感じています。(前畑) 

 

会員からの記事(2) 

 

エナジーウオッチグループ(ドイツの環境シンクタンク)代表のハンスヨゼフ・フェル氏（ドイツ連邦議

会議員）の記者会見が日本記者クラブでありました。 

 話の中心は温暖化防止でしたが、会見の最後に質問に答える形で、温暖化防止の切り札と言われてい

る原発が、実はウラン燃料の採掘、ならびに精製に莫大なエネルギーを使用しており、トータルで考え

れば決して、地球に優しいとは言えない。また、一見、原発の発電コストは低いと思われるが、建設コ

スト、使用済み燃料の処理にかかる費用など、全体を考えれば安いエネルギーではないと強調しており

ました。 

会見の模様は日本記者クラブのホームページにアップされるはずで、どなたでも映像を見られます。 

http://www.jnpc.or.jp/ 

(青田孝――日本記者クラブ会員) 

 

完 
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