
週刊朝日ＵＳＴ劇場週刊朝日ＵＳＴ劇場

関西電力関西電力の嘘の嘘
「関西地方は「関西地方は原発ゼロ原発ゼロでもでも

真夏に真夏に電力不足電力不足は起こらないは起こらない
みんな安心してみんな安心して!!!!」」

2012年4月5日



福井県の大飯原発福井県の大飯原発33･･44号機の号機の
再稼働などトンデモナイ再稼働などトンデモナイ!!!!
動かせば、大事故を招いて近動かせば、大事故を招いて近

畿地方は廃墟になる。畿地方は廃墟になる。



江戸時代江戸時代のの『『丹後風土記残欠丹後風土記残欠』』には、大地震で舞鶴沖のには、大地震で舞鶴沖の
島が海中に没したとの記述があ島が海中に没したとの記述があるる。。
『『舞鶴市史舞鶴市史』』でも、でも、17411741年に大浦半島が津波で壊された年に大浦半島が津波で壊された

と記されている。と記されている。

大津波大津波の記録が残るの記録が残る
宮津市宮津市

舞鶴市の大浦半島舞鶴市の大浦半島

高浜原発高浜原発
大飯原発大飯原発



大飯大飯

大飯原発と小浜市大飯原発と小浜市

6km6km
9km9km
14km14km

22週間以内に全員死亡週間以内に全員死亡

100100％が早期死亡％が早期死亡

2525％が早期死亡％が早期死亡



小浜市民を脅威にさらす大飯原発の原子炉小浜市民を脅威にさらす大飯原発の原子炉



33月下旬、大飯原月下旬、大飯原
発の再稼働阻止発の再稼働阻止
のためにのために
小浜市妙通寺の小浜市妙通寺の
住職・中嶌哲演さ住職・中嶌哲演さ
んが断食に入っんが断食に入っ
た・・・た・・・



330km0km

60km60km

100km100km

関西の水がめ琵琶湖は・・・関西の水がめ琵琶湖は・・・

大阪も壊滅する大阪も壊滅する

京都京都



これから説明する内容は、視聴者すべてこれから説明する内容は、視聴者すべて
の方が、同じ方法で、全国の電力会社につの方が、同じ方法で、全国の電力会社につ
いて検証できます。それが最も大切なポイいて検証できます。それが最も大切なポイ
ントです。ントです。
すべての日本人が、電力会社の「電力不すべての日本人が、電力会社の「電力不

足キャンペーンの嘘」を共有しなければ、私足キャンペーンの嘘」を共有しなければ、私
たちがこの国に住めなくなります。たちがこの国に住めなくなります。
これからその手順を公開しますので、まこれからその手順を公開しますので、ま

ず内容を見て、話を聞いてください。ず内容を見て、話を聞いてください。



本日は、スペシャルゲストに、民主党本日は、スペシャルゲストに、民主党
衆議院議員の川内博史さんをお招きし衆議院議員の川内博史さんをお招きし
ています。ています。
川内さんは昨年、衆議院科学技術・川内さんは昨年、衆議院科学技術・

イノベーション推進特別委員長として、イノベーション推進特別委員長として、
東京電力の福島原発事故について厳東京電力の福島原発事故について厳
しく東電の嘘を追及してきました。しく東電の嘘を追及してきました。



77月月2727日には、川内さん主催で、日には、川内さん主催で、原子炉設原子炉設
計者だった計者だった田中三彦氏田中三彦氏と、と、東芝の格納容器東芝の格納容器
設計者であった設計者であった渡辺渡辺敦雄氏と敦雄氏と後藤後藤政志氏の政志氏の
三人三人がが、、東京電力、原子力安全・保安院、東京電力、原子力安全・保安院、
原子力安全基盤機構原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）（ＪＮＥＳ）を相手にしたを相手にした
非公開の非公開のヒアリングを実施しましたヒアリングを実施しました。そして。そして
「「福島第一原発メルトダウン事故の原因が、福島第一原発メルトダウン事故の原因が、
津波が襲ってくるより前に、津波が襲ってくるより前に、地震の揺れで配地震の揺れで配
管が破損していた管が破損していた可能性可能性」を問いただし、最」を問いただし、最
大の問題を明らかにしました。大の問題を明らかにしました。



そして、この論争の最大の証拠となるそして、この論争の最大の証拠となる
「隠している事故マニュアルを出せ」と「隠している事故マニュアルを出せ」と
川内さんが東電に強く求めました。とこ川内さんが東電に強く求めました。とこ
ろがろが99月月77日に、ようやく東電が出した日に、ようやく東電が出した
のは・・・のは・・・





さらにさらに1010月月2626日日に、に、
田中三彦田中三彦、渡辺敦雄、、渡辺敦雄、
後藤政志の三氏後藤政志の三氏が、が、
衆議院第二議員衆議院第二議員会会
館で川内さん主催の館で川内さん主催の
記者会見をおこなっ記者会見をおこなっ
て、フクシマ事故のて、フクシマ事故の
真相について真相について、東電、東電
と国のシミュレーショと国のシミュレーショ
ンが事実を無視してンが事実を無視して
いることを痛烈に批いることを痛烈に批
判しました。判しました。



その後も、東電と激しく対決を続けてきて、その後も、東電と激しく対決を続けてきて、
現在の原発の再稼働計画に対して、強く反現在の原発の再稼働計画に対して、強く反
対しておられます。今日、川内さんにおいで対しておられます。今日、川内さんにおいで
いただいたのは、実は、昨年の「いただいたのは、実は、昨年の「東電東電の電の電
力不足・節電キャンペーンの力不足・節電キャンペーンの嘘嘘」を暴いてく」を暴いてく
ださった方でもあるからです。ださった方でもあるからです。

今年は、みなさんと共に、「今年は、みなさんと共に、「関電関電の電力不の電力不
足・節電キャンペーンの足・節電キャンペーンの嘘嘘」を暴いてゆきま」を暴いてゆきま
しょうしょう!!!!



昨年、私は週刊朝日の連載誌上で、昨年、私は週刊朝日の連載誌上で、
日本の電力会社すべて、原発ゼロでも日本の電力会社すべて、原発ゼロでも
電力不足にならないことを実証しました。電力不足にならないことを実証しました。



ところがおかしなことに、今年にところがおかしなことに、今年に
入ってから、福井県の入ってから、福井県の大飯原発を大飯原発を
再稼働させようと目論む関西電力再稼働させようと目論む関西電力
（関電）が、（関電）が、「「20122012年夏に年夏に20102010年並年並
みの猛暑であれば、原発ゼロの場みの猛暑であれば、原発ゼロの場
合に合に2525％の電力不足が起こる％の電力不足が起こる」」とと
主張して、これを経済関連記者が主張して、これを経済関連記者が
そのまま引用して、電力不足を煽りそのまま引用して、電力不足を煽り
立ててきた。立ててきた。



朝日新聞（関西版）朝日新聞（関西版） 20112011年年1111月月1010日日



日本経済新聞日本経済新聞
20122012年年22月月2121日日



朝日新聞（関西版）朝日新聞（関西版） 20122012年年33月月1313日日

翌月になったら、翌月になったら、
批判を受けて、批判を受けて、
2525％不足を引っ％不足を引っ
込めて、込めて、
なんとなんと13.913.9％不％不
足と言いなおし足と言いなおし
た。た。



読売新聞読売新聞33月月2424日の社説・・・日の社説・・・
「原発検査」了承「原発検査」了承
政治が決断し再稼働を目指せ政治が決断し再稼働を目指せ
────国内の原発は次々に定期検査に国内の原発は次々に定期検査に

入っており、５月にはすべて止まる。原発抜入っており、５月にはすべて止まる。原発抜
きでは当面、電力の安定供給は望めない。きでは当面、電力の安定供給は望めない。
合理的な理由もなしに、再稼働を先送りし合理的な理由もなしに、再稼働を先送りし

ている余裕はない。ている余裕はない。



そのため、関西地方の企業は、「電そのため、関西地方の企業は、「電
力不足では節電に追いまくられて、企力不足では節電に追いまくられて、企
業が成り立たない。国外脱出も難しい。業が成り立たない。国外脱出も難しい。
原発は危険で信用ならないが、背に腹原発は危険で信用ならないが、背に腹
は換えられない。原発を少し動かしては換えられない。原発を少し動かして
もらおうか」といった間違った方向に誘もらおうか」といった間違った方向に誘
導されそうになっています。導されそうになっています。
また一般消費者でも、似たような気分また一般消費者でも、似たような気分

に追いこまれる人さえいます。に追いこまれる人さえいます。



ほんまかいなほんまかいな
再稼働など必要ないという再稼働など必要ないという
合理的な理由がここにある合理的な理由がここにある



2525％の電力不足というデマを％の電力不足というデマを
飛ばしてきた関電の化けの皮が飛ばしてきた関電の化けの皮が
はがれて、はがれて、13.913.9％不足となった％不足となった
が、これもまたデマである。が、これもまたデマである。



電力不足は電力不足は
トンデモナイ嘘だ。トンデモナイ嘘だ。

アホ言うな！アホ言うな！
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電力会社ごとの火力・水力・原子力の発電力会社ごとの火力・水力・原子力の発
電能力の内訳は、インターネットを用いて電能力の内訳は、インターネットを用いて
調べることができる。調べることができる。
資源エネルギー庁統計情報電力関資源エネルギー庁統計情報電力関

連連・・電力調査統計統計表一覧１－（１）電力調査統計統計表一覧１－（１）
発電所認可出力表の（平成発電所認可出力表の（平成2424年年11月月sheetsheet））
に、に、20122012年年11月現在の値が出ている。月現在の値が出ている。



統計情報統計情報



電力関連電力関連
電力調査統計電力調査統計



下のほうに下のほうに
統計表一覧統計表一覧NEWNEW



１－（１）発電所認可出力表１－（１）発電所認可出力表



関西電力関西電力



この一般電気事業者が電力会社のことで、この一般電気事業者が電力会社のことで、
その「関西」が関西電力の発電能力になる。その「関西」が関西電力の発電能力になる。

単位単位1000kW1000kWで表示してあるので・・・で表示してあるので・・・

○○水力水力────81978197とあるのは、とあるのは、819.7819.7万万kWkW
○○火力火力────1690.71690.7万万kWkW
○○原子力原子力────不要不要



最大電力需要最大電力需要
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20112011年夏における関西電力の発電能力年夏における関西電力の発電能力

火力火力1690.71690.7

水力水力819.6819.6

他社受電契約他社受電契約628.6628.6

原発原発（原電敦賀含む）（原電敦賀含む）1128.51128.5
（夏には（夏には55基基454.6454.6万万kWkWのみ運転）のみ運転）

30373037

万万kWkW

原発なしで原発なしで3138.93138.9

20112011年年33月の資源エネルギー庁月の資源エネルギー庁
発電所認可出力表より。他社受発電所認可出力表より。他社受
電は電は20102010年年88月における月における実績の実績の
最大値。最大値。

余剰余剰101.9101.9
＝＝3.43.4％％



これではギリギリのようだが、まっこれではギリギリのようだが、まっ

たく電力不足は起こらなかった。たく電力不足は起こらなかった。



その後、京都在住の田中こうじ氏が、その後、京都在住の田中こうじ氏が、
20112011年年66月末～月末～77月～月～88月月88日までの平日の日までの平日の
日最高気温（大阪）と実績電力需要から回日最高気温（大阪）と実績電力需要から回
帰式を作っ帰式を作って、関電の予測がどのようにして、関電の予測がどのようにし
て導かれたかを検証して導かれたかを検証したた。。
この式この式ＴＴ=(W=(W--794)/52.7794)/52.7から、から、30373037万万kWkWのの

最大電力需要予測の根拠を求めると、関最大電力需要予測の根拠を求めると、関
電の予測最高気温が電の予測最高気温が42.642.6℃℃というトンデモというトンデモ
ナイ猛暑をもって、電力不足を煽っているこナイ猛暑をもって、電力不足を煽っているこ
とが明らかになった。とが明らかになった。



電力需要の気温依存性（平日）
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ＴＴ=(W=(W--794)/52.7794)/52.7 なので、なので、WW＝＝30373037万万kWkWならば、ならば、
TT＝＝42.642.6℃℃のあり得ない猛暑のあり得ない猛暑になる。になる。

グラフグラフの勾配と切片からの勾配と切片から
電力需要Ｗ＝電力需要Ｗ＝52.752.7××ＴＴ+794+794 となるとなる

関電が予測した最大電力需要関電が予測した最大電力需要30373037万万kWkW

42.642.6℃℃
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そして、実際に、関西電力管内でそして、実際に、関西電力管内で
のの20112011年夏の最大電力需要は、大年夏の最大電力需要は、大
阪市で阪市で35.635.6℃℃となったとなった88月月99日の日の27842784
万万kWkWでしかなかった。でしかなかった。
30373037－－27842784＝＝253253万万kWkW も過大にも過大に

電力需要を見積もって、消費者に脅電力需要を見積もって、消費者に脅
しをかけてきたのだ。しをかけてきたのだ。
大飯原発大飯原発33･･44号機は、号機は、118118万万kWkW××22

基＝基＝236236万万kWkW



そして今年のそして今年の2525％電力不足と％電力不足と

いうデマは、昨年よりひどい大嘘いうデマは、昨年よりひどい大嘘
の最大電力需要の最大電力需要31383138万万kWkWといとい

う、あり得ない想定をして、電力う、あり得ない想定をして、電力
不足を煽ってきた。不足を煽ってきた。



○○20102010年度の関電の最大電力需要の求め方年度の関電の最大電力需要の求め方
電気事業連合会サイト右側にある「電力統計電気事業連合会サイト右側にある「電力統計
情報」情報」をクリックをクリック
http://www.fepc.or.jp/library/data/tokei/index.hhttp://www.fepc.or.jp/library/data/tokei/index.h
tmltml 同意する左側の「最大電力」「項目を同意する左側の「最大電力」「項目を
選択してください」欄の「総合計」と「最大発生日選択してください」欄の「総合計」と「最大発生日
時」の両方とも選択し、「検索項目一覧」欄も同じ時」の両方とも選択し、「検索項目一覧」欄も同じ
に選択する。その下の「に選択する。その下の「会社固定会社固定」欄で会社「関」欄で会社「関
西」を選び、年「西」を選び、年「20092009～～20122012」を選んで、「検索」を」を選んで、「検索」を
クリックする。クリックする。



電力統計情報電力統計情報



電力統計情報電力統計情報



同意する同意する



最大電力最大電力



「総合計」「総合計」とと
「最大発生日時」「最大発生日時」のの
両方とも選択する両方とも選択する

１を選択する１を選択する

選択をクリックする選択をクリックする



関西関西を選択するを選択する

20092009～～20122012とするとする
検索検索をクリックをクリック



20092009年度と年度と20102010年度の年度の
関電の関電のピーク電力ピーク電力とと
それを記録したそれを記録した日時日時が出るが出る

猛暑になった猛暑になった20102010年度の関電の最大電力年度の関電の最大電力
需要は需要は20102010年年88月月1919日午後日午後33時に記録した時に記録した
30953095万万kWkWであった。であった。

MWMW＝＝100100万万WW＝＝1000000W1000000W＝＝1000kW1000kW＝＝0.10.1万万kWkW

88月月99日の日の27842784万万kWkW



31383138万万kWkWとは、おととしのとは、おととしの
猛暑時猛暑時30953095万万kWkWよりさらによりさらに
大きいという、デタラメ想定大きいという、デタラメ想定
であった。であった。
大きな批判を受けて、昨年大きな批判を受けて、昨年

の最大需要の最大需要27842784万万kWkWを想を想
定することになった。定することになった。


