電事連会長

定例会見要 旨

（2019 年 1 月 18 日）

電事 連 会 長の 勝 野 です 。 今 年も ど うぞ よ ろ しく お 願 いい た し ます 。 本日 は 、
年頭にあた りま して 、「2019 年の 課題 と抱 負」 につ いて 申し 上げ ます 。

＜2018 年の振 り 返り ＞
ま ず、 はじ めに 、昨 年を 振り 返り ます と、 世界 的に は、12 月に ポー ラン ド
で開 催さ れた COP24 にお きま して 、2020 年以 降に パリ 協定 を運 用す るた め
の「 ルー ルブ ック 」が採 択さ れ 、温 室効 果ガ スの 主要 排出 国を 含む 全て の国 が
参加する国 際的 な枠 組み が動 き出 しま した 。

一 方、我が 国の 電力 業界 にお きま して は、エネ ルギ ーの 垣根 を越 えた 競争 が
進展 する なか 、将 来を 見据 えた エネ ルギ ーミ ック スの あり 方が 決定 され ると と
もに 、激 甚化 する 自然 災害 に対 する 電力 イン フラ の更 なる レジ リエ ンス 強化 に
向けた取り 組み がス ター トし た 1 年 とな りま した 。

ま た、 関西 電力 大飯 3、4 号 機と 九州 電力 玄海 3、4 号 機が 、そ れぞ れ営 業
運転 を再 開す ると とも に、BWR につき まし ても 、日 本原 電東 海第 二が 、9 月
に原 子炉 設置 変更 許可 を、11 月に は運 転期 間延 長認 可を 受け るな ど、 新規 制
基準適合性 審査 への 対応 が着 実に 前進 した 年で あり まし た。

＜2019 年の課 題 と抱 負＞
続きまして、 「2019 年 の課 題と 抱負 」に つい て申 し上 げま す。
今年 は、2020 年 4 月から の送 配電 部門 の法 的分 離を 円滑 に実 施す るた めの
仕上げの年 であ り、 分社 化に 向け てし っか りと 取り 組ん でま いり ます 。

ま た、日 本国 内の エネ ルギ ー市 場全 体が 本格 的な 競争 の時 代に 入り、IoT や
AI など の最 新の デジ タル 技術 を活 用し た取 り組 みが 加速 し、 新た なサ ービ ス
が創り出さ れて おり ます 。
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経済 や社 会の 構造 が「Society5.0」に向 けて 大き く変 わり つつ ある なか 、こ
うし た変 化に 遅れ るこ とな く、信頼 性と 効率 性に 優れ た高 度な エネ ルギ ーイ ン
フラ の構 築を 目指 すと とも に、これ を新 たな 成長 のチ ャン スと 捉え 、様 々な 取
り組みに果 敢に 挑ん でま いる 所存 です 。

一 方、昨年 の自 然災 害に より 、広 範囲 で長 時間 にわ たる 停電 が発 生し たこ と
を受 けま して 、国 の審 議会 にお いて 、電 力イ ンフ ラの 強靭 化に 関す る議 論が 進
められてま いり まし た。
電気 事業 者と して 、停 電の 早期 復旧 に向 けた 取り 組み や、お客 さま への 迅速
かつ 正確 な情 報提 供な どの「緊 急対 策」を着 実に 実行 して いく とと もに 、「 中
期対 策」とし て、ブラ ック アウ ト等 を最 大限 回避 する ため の方 策の 具体 的な 検
討について も、 引き 続き 、取 り組 んで まい りま す。

ま た、北本 連系 線の 更な る増 強や 既存 設備 の自 励式 への 変更 につ きま して は、
安定 供給 に加 え、 再生 可能 エネ ルギ ーの 導 入拡 大に も資 する こと から 、今 後 、
広域 機関 等に おい て、経済 性や 受益 者間 の公 平な 費用 負担 の在 り方 も含 めた 総
合的な検討 が行 われ るも のと 考え てお りま す。
この 他に も、電源 投資 や災 害対 応費 用の 回収 スキ ーム 、託 送制 度改 革を 含め
たネ ット ワー ク投 資に 関す る検 討が 進め られ るこ とに 加え 、電 力シ ステ ム改 革
の一 環と して 、ベ ース ロー ド電 源市 場や 容量 市場 、需給 調整 市場 など 、電源 に
関す る様 々な 市場 の整 備が 予定 され てい るこ とか ら、実務 に携 わる 立場 とし て、
これらの検 討に 対し て積 極的 に協 力し てま いり ます 。

原 子力 発電 につ きま して は、引き 続き 、再稼 働し たプ ラン トの 安全・安定 運
転の 実績 を着 実に 積み 上げ てい くと とも に、先 行し てい る PWR に加え 、BWR
につ きま して も、一日 も早 く再 稼働 でき るよ う新 規制 基準 適合 性審 査に 全力 で
対応してま いり ます 。
私ど も原 子力 事業 者と いた しま して は、自主 的な 安全 性の 向上 に努 めて いく
とと もに 、「原 子 力エ ネル ギー 協議 会（ATENA）」 を中 心に 原子 力産 業界 全
体で 課題 解決 に向 けた 取り 組み を推 進し てい くこ とで 、継 続的 にリ スク の低 減
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を図ってま いり ます 。
更に 、こ うし た取 り組 みを 、立地 地域 をは じめ 、広く 社会 の皆 さま に丁 寧に
わか りや すく ご説 明し てい くこ とで 、社 会の 皆さ まか らの 信頼 の回 復に 努め て
まいる所存 です 。

ま た、 ウラ ン資 源の 有効 活用 、廃 棄物 の 減容 ・有 害度 低減 など の観 点か ら 、
原子燃料サ イク ルは 極め て重 要で ある と考 えて おり ます 。
新体 制と なっ た日 本原 燃に は、増田 新社 長の もと で 、引 き続 き 、六 ヶ所 再処
理工 場の 竣工 に向 けて 、新 規制 基準 適合 性審 査に 全力 で取 り組 んで いた だき た
いと思いま す。
原子 力事 業者 とい たし まし ても 、業 界一 丸と なっ て、日本 原燃 を全 面的 に支
援し てい くと とも に、使用 済燃 料対 策推 進計 画の 実現 や、プル トニ ウム 保有 量
の着実な削 減な どの 取り 組み を進 めて まい りま す。

高 レベ ル放 射性 廃棄 物の 最終 処分 につ きま して は、全国 の皆 さま に地 層処 分
への ご理 解を 深め てい ただ くこ とを 目的 とし て、昨 年 5 月か ら国 と NUMO が
開催 して いる「 対話 型全 国説 明会」が、今 年も 順次 開催 され る予 定で あり ます 。
私ど もと いた しま して も、引 き続 き、国 や NUMO と も連 携し なが ら、地域
の皆 さま との 対話 活動 を通 じて 、最 終処 分に 関す るご 関心 やご 理解 が深 まる よ
う取り組ん でま いり ます 。

更 に、環 境面 では 、
「 電気 事業 低炭 素社 会協 議会 」の 一員 とし て、引き 続き 、
「S＋3E」の観 点か ら 、原 子力 発電 や再 生可 能エ ネル ギー など のゼ ロエ ミッ シ
ョン 電源 も含 めた 、最 適な エネ ルギ ーミ ック スを 追求 する こと で、地球 規模 で
の温室効果 ガス の削 減に 貢献 して まい りま す。

＜最後に＞
平 成か ら新 しい 元号 に変 わる 今年 も、電気 事業 を巡 る課 題は 多岐 にわ たり ま
すが 、そ うし た中 にあ って も、 「地 球環 境 に配 慮し た安 定か つ安 価な 電気 を 、
安全にお届 けす る」 とい う基 本的 な使 命に は、 些か も変 わり はあ りま せん 。
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電気 事業 に携 わる 者と して 、強 い責 任感 を持 ちな がら 、基 本的 な使 命を 全う し
てい くと とも に、これ まで の発 想に 捉わ れる こと のな い新 たな 取り 組み に果 敢
にチ ャレ ンジ し、「 電力 の安 定供 給 」と「 変化 への 対応 」の両 立に しっ かり と
取り組んで まい りま す。

本日、私から は以 上で す。

以
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上

