
8 大学の原発関連企業からの寄付金等調査 途中結果 

（東大工学部・工学研究科の分析を中心として） 

 全国市民オンブズマン連絡会議 

１ はじめに 

 原発を推進してきたひとつが大学である。「原子力ムラ」なる言葉が原発事故後に盛んに流布

されたが、その大きな役割を果たしてきたのが、大学の原子力関係の研究室である。大学と原

子力産業がどのような関係にあったのか、原子力マネーはどのように流れたのか。市民がチェ

ックをすることで、原発事故の原因の一端が判明するのではないか。 

 

２ 調査対象 

（１） ねらい 

大学が電力会社や原子力関連企業から寄付金や受託研究・共同研究を受け入れる際、どの

ような議論を経て受入を決めたのか。その額はいくらなのか。 

福島第一原発事故直後にも同じような狙いで情報公開請求してみたが、企業を絞らずにす

べての受入を調査したため、黒塗になった際、どの企業からの寄附が黒塗なのかがわからず

分析が不可能となった。 

今回は１０電力会社ならびに、８原発関連企業・団体（電気事業連合会、日本原子力発電

（株）、J-Power、日本原燃（株）、原燃輸送（株）、リサイクル燃料貯蔵（株）、（財）電力中

央研究所（CRIEPI）、（独）日本原子力研究開発機構（JAEA））にしぼり、特に「原子力ムラ」

に影響を与えているであろう、旧帝国大学と東京工業大学との関連を調査した。 

（２） 公開対象情報と請求先 

   旧帝国大学（北海道大学・東北大学・東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九

州大学）ならびに東京工業大学に対して、以下の請求を各会社・団体ごとに２０１２年３

月１９日に行った。 

   ・平成１８年度～２２年度の以下会社・団体からの受託研究＋共同研究＋奨学寄附金の

外部資金受入審議資料 

       北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、

四国電力、九州電力、沖縄電力、電気事業連合会、日本原子力発電（株）、J-Power、

日本原燃（株）、原燃輸送（株）、リサイクル燃料貯蔵（株）、（財）電力中央研究

所（CRIEPI）、（独）日本原子力研究開発機構（JAEA） 

    開示状況は別紙のとおりである。残念ながら、一部の大学で延長になり、全ての資料を

入手しているわけではないことをお断りしたい。 

  

３ 調査結果 
当方の能力ならびに分析時間不足で、今回は東京大学工学部・研究科のみの分析となった。

まずお詫びしたい。 

（１）東京大学 情報公開請求時からきわめて高いハードル 

   東京大学に情報公開請求したところ、当該文書は各学部・研究科にあるとのこと。情

報公開請求の請求先は学部ごとに１件と数えると大学側は言い張った。しかも、受託研

究・共同研究・奨学寄附金それぞれ１件数えるとのこと。情報公開請求は１件３００円

の手数料が当初にかかる。東大には学部・研究科は４５ほどあるという。 

    ・１８会社分を全学部請求する場合(全部） 

 １８会社×４５学部×３項目×３００円＝７２９，０００円 

   このような運用をしてきたのは東大だけであった。今回は様子を見るということで、

まずは東大工学部・工学研究科の受託研究のみに開示請求を行った（他大学は全学部を

対象にしている）。その後、共同研究と奨学寄附金について２０１２年 5 月 17 日に情報



公開請求を行ったが、奨学寄附金については、請求日が年度をまたいだので、H18 年度

～23 年度に対象を変更した。 
（２）東大工学部・工学研究科 東京電力からの受託研究・共同研究資料は「存否応答拒否」 

   東京電力からの受託研究の外部資金受入審議資料については、「請求にかかる法人文書

が存在しているか否かを答えるだけで、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあり、法第 8 条に該当する為、開示請求を拒否する」旨通知があ

った。後日行った共同研究に対しても、同じく存否応答拒否であった。 

   全国市民オンブズマン連絡会議は、昨年の福島第一原発事故依頼、数多くの情報公開

請求を行ってきたが、「存否応答拒否」は東大工学部・工学研究科のみであった。 

   他企業・団体からの受託研究・共同研究の受入金額一覧については開示された。内容

に関してはホームページに開示文書をアップしたので、別紙一覧表を参考にしてアクセ

スして欲しい。 

  （３）東大工学部・工学研究科 東京電力から約 3.2 億寄附受領（H18 年度～H21 年度） 

    今回、18 会社・団体から東大工学部・工学研究科に対してなされた寄付金を調査し

たところ、寄付金受入一覧表が開示され、5 会社・団体（東京電力(株)、関西電力(株)、
電気事業連合会、電源開発(株)、(独)日本原子力開発機構）から、合計 3 億 8665 万円も

の寄付金を得ていたことが判明した。しかも、その 8 割強を占めるのが、東京電力から

の寄附（3 億 1915 万円）であった。そのうちもっとも高額だったのは、核燃料サイク

ル社会工学寄付講座（原子力国際）平成 20～24 年度分の、1 億 5000 万円だったのは象

徴的である。いうまでもないが、これらは全て、「総括原価方式」のもとで私たちが支

払った電力料金が原資となっている。 
 （４）受入「審議」資料は開示されず 
    今回、受託研究・共同研究・奨学寄附金に関して請求したのは「受入審議資料」のは

ずであるのに、なぜか「受入一覧表」しか開示されなかった。 
東京大学寄附取扱規則には以下のような記載がある。 

http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07408511.html 
    第 4 条 東京大学基本組織規則（平成 16 年 4 月 1 日東大規則第 1 号）に定める附属

図書館、全学センター、国際高等研究所に置かれる研究機構、教育研究部局及

び医学部附属病院（以下「部局」という。）の長（以下「部局長」という。）は、

部局を通じて寄附（不動産を除く。）の申込があったときは、教授会又は受入

に関する審査組織（以下「教授会等」という。）に受入条件等を審査させるも

のとする。 
2 教授会等は、前項の審査結果について部局長に報告するものとする。 
3 部局を通じない寄附及び不動産による寄附に係る受入条件等の審査は、役員

会が行う。 
東大工学部・工学研究科が、上記規則に基づき、本当に審査組織が受入条件を審議し

ていたのかはなはだ疑問である。他大学の多くは、教授会などの議事録が開示されてき

た。外部資金を受け入れる際の東大工学部・工学研究科としてのガバナンスが働いてい

ないのではないか。 
 
４ 結び 

  東京大学工学部・工学研究科と東京電力との寄附を通じたつながりが極めて強いことが

判明した。しかも、大学内でどのような議論を経て寄附を受けたのか、事後的なチェック

は不可能である。 
さらに、受託研究・共同研究の全体像を市民が知ることは東大工学部から拒絶された。 
このような現実に対し、市民にできることは何か。これから行われる全国市民オンブズ

マン弘前大会で議論したい。 



東京電力(株）
年度 申請年月日 寄附目的・目的 寄附金額(円） 受納者（所属）

H19 H19.10.16 工学研究のため 40,000,000
建築環境エネルギー計画学（東京電力）
寄付講座　平成１９年度（建築学）

H19 H20.3.17 工学研究のため 9,000,000
都市持続再生額（東京電力）寄付講座（都
市工学）平成２０年～２２年度分

H19 H20.3.31 工学研究のため 50,000,000
ユビキタスパワーネットワーク(東京電力）
寄付講座(電気系工学）平成２０～２４年度

H20 H20.4.22 工学研究のため 150,000,000
核燃料サイクル社会工学寄付講座（原子
力国際）平成２０～２４年度分

H20 H20.10.7 工学研究のため 30,000,000
システムデザイン学大講座　システム創成
学専攻　平成２０～平成２２年分

H21 H21.7.9 工学研究のため 40,000,000
建設環境エネルギー計画学（東京電力）
寄付講座　平成２１～２２年度（建築学専

H21 H21.11.24 工学研究のため 150,000 大西隆　都市工学専攻
合計 319,150,000

関西電力(株）
年度 申請年月日 寄附目的・目的 寄附金額(円） 受納者（所属）

Ｈ19 H20.3.31 工学研究のため 50,000,000
パワーフロンティア(関西電力）寄付講座
(電気系工学）　平成２０～２４年度分

合計 50,000,000

電気事業連合会
年度 申請年月日 寄附目的・目的 寄附金額(円） 受納者（所属）
Ｈ21 H21.10.27 工学研究のため 2,500,000 太田　豊　電気系工学専攻
Ｈ22 H22.10.26 工学研究のため 7,000,000 熊田　亜紀子　電気系工学専攻

合計 9,500,000

電源開発(株）
年度 申請年月日 寄附目的・目的 寄附金額(円） 受納者（所属）
Ｈ18 H18.5.12 工学研究のため 2,000,000 丸山茂男　機械工学
Ｈ18 H18.12.22 工学研究のため 1,000,000 横山明彦　電気工学
Ｈ18 H19.2.2 工学研究のため 1,000,000 田中　知　システム量子工学
Ｈ19 H19.5.17 工学研究のため 2,000,000 丸山茂男　機械工学
Ｈ19 H20.1.30 工学研究のため 1,000,000 横山明彦　電気工学

7,000,000

(独）日本原子力研究開発機構
年度 申請年月日 寄附目的・目的 寄附金額(円） 受納者（所属）
H19 H20.1.11 工学研究のため 200,000 小田卓司　原子力国際
Ｈ23 H23.9.22 工学研究のため 800,000 近田拓未　総合研究機構

1,000,000

5会社・団体合計 386,650,000

東京大学工学系研究科・工学部に対して
電力会社等が行った寄附一覧（Ｈ18-23年度）





























 8大学に対する、18原発関連企業からの受託研究、共同研究、奨学寄付金の
受入審議資料　情報公開請求結果

請求
対象

請求内容
請求日
(2012
年）

状況 開示決定書 開示文書

北
海
道
大
学

個別電力会社等の
受託研究・共同研
究・奨学寄附金の
受入審議資料

3月19日 5/23一部開示
http://www.ombudsman.jp/n
uclear/hokudai120523.pdf

6月6日

7/31不存在（j-
power(独)日本原子
力研究開発機構、
北海道電力、四国
電力、北陸電力、原
燃輸送㈱、リサイク
ル燃料貯蔵㈱、(財)
電力中央研究所、
日本原燃㈱、沖縄
電力、中国電力の
奨学寄附金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120731tohoku.pdf

6月6日

7/31不存在(電気事
業連合会の受託研
究、共同研究)一部
開示（電気事業連
合会の奨学寄附

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120731tohokudenjire
n.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/12073
1tohokudenjiren2.pdf

6月6日
7/31一部開示（九
州電力の奨学寄附
金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120731tohokukyushu
denryoku.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/12073
1tohokukyushudenryoku2.pdf

6月6日
7/31一部開示（日
本原子力発電㈱の
奨学寄附金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120731tohokunihonge
nshiryokuhatuden.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/12073
1tohokunihongenshiryokuhatuden2.pdf

6月6日
7/31一部開示（東
京電力の奨学寄附
金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120731tohokutokyod
enryoku.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/12073
1tohokutokyodenryoku2.pdf

6月6日
7/31一部開示（中
部電力の奨学寄附
金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120731tohokuchubud
enryoku.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/12073
1tohokuchubudenryoku2.pdf

6月6日
7/31一部開示（関
西電力の奨学寄附
金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120731tohokukansaid
enryoku.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/12073
1tohokukansaidenryoku2.pdf

6月13日

7/10延長(中国電
力、沖縄電力、リサ
イクル燃料貯蔵㈱、
原燃輸送㈱)

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120710tohokuencho.p
df

6月6日
7/31一部開示（東
北電力の奨学寄附
金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120731tohokutohoku
denryoku.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/12073
1tohokutohokudenryoku2.pdf

6月6日

7/4延長（電気事業
連合会、日本原子
力発電㈱、J-
Power、日本原燃
㈱、(財)電力中央研
究所、(独)日本原子
力研究開発機構、
北海道電力、東北
電力、東京電力、中
部電力、北陸電力、
関西電力、四国電
力、九州電力）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120704tohokuencho.p
df

4月5日

5/2不存在のため不
開示（北海道電力、
中部電力、北陸電
力、中国電力、四国
電力、九州電力、沖
縄電力、Ｊ－ｐｏｗｅ
ｒ、原燃輸送、リサイ
クル燃料貯蔵）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120502-1.pdf

東
北
大
学

個別電力会社等の
受託研究・共同研
究・奨学寄附金の

受入審議資料



 8大学に対する、18原発関連企業からの受託研究、共同研究、奨学寄付金の
受入審議資料　情報公開請求結果

請求
対象

請求内容
請求日
(2012
年）

状況 開示決定書 開示文書

4月5日
5/2存否応答拒否で
不開示(東京電力）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120502toden.pdf

4月5日

4/27一部開示（東
北電力、関西電力、
電事連、日本原燃、
（財）電力中央研究
所、（独）日本原子
力研究開発機構

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120427-1.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
120524-12.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
120524-16.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
120524-21.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
120524-22.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
120524-24.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
120524-27.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
120524-28.pdf

5月17日

6/8不存在のため不
開示（北海道電力、
東北電力、中部電
力、北陸電力、中国
電力、四国電力、電
気事業連合会、日
本原燃、原燃輸送、
リサイクル燃料貯

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120608-1.pdf

5月17日
6/8存否応答拒否で
不開示(東京電力）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120608toden.pdf

5月17日

6/8一部開示（関西
電力、九州電力、沖
縄電力、日本原子
力発電、電源開発、
（財）電力中央研究
所、（独）日本原子
力研究開発機構

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120608-2.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
67.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
70.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
71.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
73.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
74.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
78.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
79.pdf

5月17日

6/8不存在のため不
開示（北海道電力、
東北電力、中部電
力、北陸電力、中国
電力、四国電力、九
州電力、沖縄電力、
日本原子力発電、
日本原燃、原燃輸
送、リサイクル燃料
貯蔵、(財）電力中央
研究所）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120608-3.pdf

5月17日
6/8一部開示(東京
電力）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120608toden2.p
df

http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
82.pdf

5月17日

6/8一部開示（関西
電力、九州電力、沖
縄電力、日本原子
力発電、電源開発、
（財）電力中央研究
所、（独）日本原子
力研究開発機構

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/todai120608-4.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
85.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
90.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
92.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/todai
97.pdf

東
京
大
学

個別電力会社等の
奨学寄附金の受入
審議資料(工学部

分）

個別電力会社等の
受託研究の受入審
議資料(工学部分）

東
京
大
学

東
京
大
学

個別電力会社等の
共同研究の受入審
議資料(工学部分）



 8大学に対する、18原発関連企業からの受託研究、共同研究、奨学寄付金の
受入審議資料　情報公開請求結果

請求
対象

請求内容
請求日
(2012
年）

状況 開示決定書 開示文書

東
京
工
業
大
学

個別電力会社等の
受託研究・共同研
究・奨学寄附金の
受入審議資料

3月21日
4/20延長
5/18部分開示

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/tokodai120420.pdf
http://www.ombudsman.jp/n
uclear/tokodai120518.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/tokod
ai120530-1.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/tokod
ai120530-2.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/tokod
ai120530-3.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/tokod
ai120530-4.pdf

3月19日

不存在のため不開
示（日本原電、Ｊ－ｐ
ｏｗｅｒ、日本原燃、
原燃輸送、リサイク
ル燃料貯蔵、北海
道電力、東北電力、
北陸電力、関西電
力、中国電力、四国
電力、九州電力、沖
縄電力）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/meidai120419-1.pdf

4月19日
5/21まで延長
5/21一部開示決定

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/meidai120419-2.pdf
http://www.ombudsman.jp/n
uclear/meidai120521.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-1.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-2.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-3-1.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-3-2.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-4-1.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-4-2.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-5.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-6.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-7.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-8.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-9.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-10-1.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/meida
i120608-10-2.pdf

3月19日
6/1開示決定（東北
電力、北陸電力、九
州電力）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/kyodai120601-1.pdf

3月19日

6/1不開示決定（不
存在）（北海道電
力、四国電力、沖縄
電力、日本原燃、原
燃輸送、リサイクル
燃料貯蔵）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/kyodai120601-2.pdf

3月19日

6/1延長(東京電力、
中部電力、関西電
力、中国電力、電気
事業連合会、日本
原子力発電、j-
power,電力中央研
究所、日本原子力
研究開発機構）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/kyodai120601-3.pdf

3月19日
6/1開示決定（東北
電力の受託研究）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120601kyodaitohokud
enryoku.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/kyoda
i21.pdf

3月19日
6/1一部開示（北陸
電力の受託研究）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120601kyodaihokurik
udenryoku.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/kyoda
i24.pdf

3月19日
7/2一部開示(中部
電力の共同研究、
受託研究)

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120702kyotochubude
nryoku.pdf

3月19日
7/2一部開示(中国
電力の共同研究)

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120702kyodaichugoku
denryoku.pdf

3月19日
7/2一部開示（九州
電力の共同研究）

http://www.ombudsman.jp/nuclear/kyoda
i28.pdf

京
都
大
学

個別電力会社等の
受託研究・共同研
究・奨学寄附金の

受入審議資料

個別電力会社等の
受託研究・共同研
究・奨学寄附金の

受入審議資料

名
古
屋
大
学



 8大学に対する、18原発関連企業からの受託研究、共同研究、奨学寄付金の
受入審議資料　情報公開請求結果

請求
対象

請求内容
請求日
(2012
年）

状況 開示決定書 開示文書

3月19日
7/2一部開示（J-
Powerの奨学寄附
金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120702kyodaij-
power.pdf

3月19日
7/2一部開示（電気
事業連合会の受託
研究）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120702kyodaidenjiren
.pdf

3月19日

7/18一部開示（東
京電力の受託研
究、共同研究、奨学
寄附金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120718kyodaitokyode
nryoku.pdf

3月19日

7/18一部開示（日
本原子力発電㈱の
受託研究、共同研
究、奨学寄附金）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120718kyodainihonge
nshiryokuhatuden.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/handaiitiran.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h18kyodoko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h19kyodoko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h18kyodosanken.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h19kyodosanken.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h20kyodosanken.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h21kyodosanken.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h22kyodosanken.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h18kyodosetugou.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h19kyodosetugou.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h20kyodosetugou.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h21kyodosetugou.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h22kyodosetugou.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h18-22kyosolaser.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h1819kyodokaku.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h21kyodoko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h22kyodoko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h18-22kyodokisoko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h181921kyodori.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h18-21kyodoyaku.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h18-21jutakulaser.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h18jutakuko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h19jutakuko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h20jutakuko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h22jutakuko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/h1820jutakukisoko.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/kifukezai.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/handa
i/kifukopdf

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/handai120425.pdf

大
阪
大
学

個別電力会社等の
受託研究・共同研
究・奨学寄附金の

受入審議資料

3月19日 4/25部分開示決定



 8大学に対する、18原発関連企業からの受託研究、共同研究、奨学寄付金の
受入審議資料　情報公開請求結果

請求
対象

請求内容
請求日
(2012
年）

状況 開示決定書 開示文書

3月21日

6/5不開示決定（中
部電力、関西電力、
中国電力、日本原
子力発電(株）、電源
開発(株）、(財）電力
中央研究所は該当
する法人文書なし。
北海道電力、東北
電力、北陸電力、四
国電力、沖縄電力、
電気事業連合会、
日本原燃(株）、原燃
輸送(株）、リサイク
ル燃料貯蔵(株）は
受入実績なし）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/kyudai120605.pdf

3月21日

6/22延長、7/20一
部開示（九州電力
の共同研究、東京
電力の受託研究、
(財)電力中央研究
所の受託研究、(独)
日本原子力開発機
構の共同研究）

http://www.ombudsman.jp/n
uclear/120720kyudai.pdf

http://www.ombudsman.jp/nuclear/12072
5kyudai01.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/12072
5kyudai02.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/12072
5kyudai03.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/12072
5kyudai04.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/12072
5kyudai05.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/12072
5kyudai06.pdf
http://www.ombudsman.jp/nuclear/12072
5kyudai07.pdf

九
州
大
学

個別電力会社等の
受託研究・共同研
究・奨学寄附金の

受入審議資料


