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    福島原発事故の見方 
     ‐新幹線との比較からの考察‐ 

 世界で最も技術が進み安全と思われていた国で起こったことの衝撃。 
 同じく巨大技術を駆使した新幹線は開業から今日まで死亡事故ゼロ。 

 
 
 

 
 
 
 
 

       福島第一原発              東海道新幹線 
操業開始時期 1971 年(1967着工) 1964年 (1959年着工) 

時代の要請 電力不足の解消 
安価で安定した電力供給 

国家の威信（東京オリンピッック） 
鉄道輸送革命（世界一の高速実現） 

事業の性格 公益サービス (電力) 公共サービス (輸送) 

事業体の形式 民営企業(政府の強い監督のもと) 国営企業 (1987年に民営化) 

競争状態 地域独占 空路、高速道路との競争 

技術の由来 海外技術 (米国からの輸入) 国産技術 

機器の製造元 GE(Mark1:1-5号基、Mark2:6号基） 日本車両、日立、川崎重工 

システムの規模 大規模 (１ッ箇所に集中) 大規模 (長距離に延伸) 

システムの複雑性 高度 高度 

イノベーションへの姿勢 消極的(欠陥・過失を隠ぺいする体質) 積極的(欠陥・過失から学ぶ体質) 

顧客との関係 間接的かつ希薄 直接的、日常的かつ緊密 

可視性 低い 高い 

安全認識 自前の 「安全神話」の虜 安全第一主義 



   歴史に見る原発事故の根本原因 

 ＧＨＱによる原子力研究禁止 
  (1945.8-1952.4) 
 
 
 科学者間の原子力の扱いに 
   ついての論争(方向定まらず) 

 
 

 政治主導での海外技術導入 
 
 

 米国の影響力（米国政府、原 
   子力機器メーカー） 
   
 
 海外技術導入の落とし穴 3 

基礎研究なしで
の原子力発電

への移行 
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1945年9月降伏文書調印 

有馬哲夫著（2008年） 

湯川秀樹博士 正力松太郎初代 
原子力委員長 



   日本のエネルギー政策の歴史 

 石炭依存の戦後復興期、石油に牽引された高度成長期、石油危機後の構造改
革期、気候変動対策に主導されたこの20年間。 

 世界最高のエネルギー利用効率の達成で巨大経済を支え、世界の手本。 
 原発事故で気候変動対策の切り札が崩れ、白紙からの政策再構築が進行中。 
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 1952  1962  1972  1982  1992  2002  2012 2035 
 石 油   11     47     76   62    58    50  46    31 
 石 炭     49     37     17    19    16    20  24    27 

 ＬＮＧ      -       -       1      7    11    14  24    28 
 水 力     32     12       6      5      4      3      4     2 
 原子力       -       -       1      6    10    12    0.7     5 
 再生エネ       8      4       1      1      1      1      2     7 

出典：1952-2012    日本エネルギー経済研究所EDMC「総合エネルギー統計」 
    2035予測値  日本エネルギー経済研究所「アジア/世界エネルギーアウトルック2012」 



人口増加 

  エネルギーを取り巻く世界の動き 
      －パワーゲームの舞台－ 

石油輸出国機構 

（OPEC:1960） 

 

国際エネルギー機関 

（IEA:1974） 

国際エネルギーフォーラム 

     （IEF:1992） 
  

所得格差拡大 

気候変動 

食料不足  

水不足 ガス輸出国フォーラム 
 （GECF:2003） 

国際再生可能エネルギー機関 
 （IRENA:2005） 

国際原子力機関 
（IAEA:1954） 

世界経済不況 

国家債務危機 

地域紛争 

テロ 

資源価格高騰 

核拡散 

失業深刻化 

軍拡競争 



           シェール革命 
 シェールガス（オイル）とは、薄片状の頁岩（シェール）が含むガスや石油を指す。 
 一世紀以上前から存在は知られていたが、採掘コストが高すぎ放置。 
 10年ほど前に米国で水圧を使いシェール層に割れ目（fracture）を入れる採掘方

法が確立し、北米で一気に拡大。 
 米国は天然ガス輸入国から一転して輸出国となり、余剰分はLNGで輸出の方向、 
    かつ、安い国産エネルギーの出現で米国の製造業も活性化（「シェール革命」）。 
 資源埋蔵量は、シェールガスが従来型ガスの0.7倍、シェールオイルは従来型石

油の1.2倍と見込まれ、資源の希少性というこれまでの常識が揺らぎつつある。 
トピック 
2013年5月17日米国エネルギー省は大阪ガスと中部電力へのLNG輸出解禁を発表（2017以降）。 

（出典:米国エネルギー省） シェールガス採掘井のイメージ 世界のシェールガス資源分布図 



  地球のキャパシティー制約と人類の生き残り 

 人類のＣＯ2排出に占めるエネ 
   ルギー消費の比率は約7割。 
 エネルギー消費の抑制が気 
   候変動対策の決め手。 
 ＣＯ2を地中に封じ込める技 
   術（ＣＣＳ）の商業化は困難。 
 

 
 地球のキャパシティーは限界 
   に近付きつつある。 
 

 
 ＣＯ2排出抑制（mitigation）と 
   並行し、気候変動への適応 
   （adaptation）が必要。 
 既に持続的成長（sustainable growth）の段階を超え、調和ある生き残り（harmonious 

survivability）を考えるべき時期に入りつつあると覚悟すべき。 
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世界のエネルギー消費量推移の予測比較 

出典:EMF22国際予測プロジェクト 



      日本のエネルギーの未来 

 福島第一原発事故を契機にエネルギー政策を白紙で見直すことは、日本にとり新
たなものに脱皮する、またとないチャンス。  

 短期的つぎはぎの対応策ではなく、世界の未来の世代のためになる知恵を生み
出すことが、我々の責務。 
 

                    
 目指すべきは、人類が達成できなかった新たなエネルギーシステムの実現。 
 量の確保を追い求める政策は、中国やインドに譲る。 
 世界に先駆け、日本全体を壮大な実験場に。 

 
              
 目指すは「スーパーエネルギーモデル日本」。 
 これこそ日本が世界から尊敬される最大の国際貢献であり、大きなビジネスチャン

スにもつながる 
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      直面するエネルギー分野の課題 

化石エネルギー 
化石燃料輸入の急増 

LNG価格アジアプレミアム  
化石燃料輸入代金の高騰 

貿易赤字の拡大 

 
地政学 

エネルギー資源争奪 
北アジアの対立激化 
中東の不安定化 
シーレーン問題* 

 
 

政策全般 
白紙からの検討 

エネルギーコストの高騰 
電力事業の自由化 

 

 
気候変動対策 

原子力による貢献の脱落 
ポスト京都体制からの脱落 

CO2 排出の増加 
CCS 適地の欠如 

 
 

再生可能エネ 
固定価格買取の今後？ 
規制の壁による障害 
送電線網の不足 

適地の不足 

 
 

原子力 
国民世論の分断 
再稼働の困難性 
使用済燃料の処理 
長期の放射能被害 

 
 

ポスト福島のエネ 
ルギー分野の課題 

•ホルムズ海峡, マラッカ海峡,  
南シナ海ルート、 

-どれも極めて困難であるが、これらの克服だけでは不十分- 
-目指すは「スーパーエネルギーモデル日本」- 



  日本の新しいエネルギーシステムの要素 

重要な要素: 
 質素（Frugality）----------------------節約を越えシステム全体を貫く「哲学」に昇華 
 簡明（Simplicity）--------------------先端的ではあるが複雑すぎない 
 効率（Efficiency）--------------------あくなき効率性の追求 
 柔軟（Flexibility）--------------------互いに融通できる柔軟性 
 多様（Diversity）---------------------エネルギー源、供給源、需要面の多様性 
 透明（Transparency）--------------家庭も含むすべてのプレーヤーへの透明性 
 信頼（Reliability）--------------------供給途絶などのリスクの最小化 
 経済（Economy）---------------------コストが高すぎない 
 環境（Environment）----------------環境負荷の低減 
 安全（Safety）--------------------------高い安全性 
 
｢質素｣を旨とする哲学を世界と共有することが、最も重要。 
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Ｐｕｂｌｉｃ  
Ｇｏｏｄｓ 

Renewables Promotion  

New Energy 
Architecture 

New Life Style 

Super efficiency 

Asian Energy Grid 

Fukushima 
Energy Democracy 

LNG import increase 

革命的技術開発 

国民コンセン
サスの醸成 

国際公共財への進化 

再生可能エネルギーの加速 

最大の国際貢献  

スーパーエネ
ルギーモデル 

超エネルギー効率 

アジアエネギー
ネットワーク 福島原 

発事故  エネルギー 
 民主主義 

化石燃料の輸入増加 

   スーパーエネルギーモデル日本への道筋 
             -実現に向けての国民のコンセンサスが鍵- 

燃料価格のアジアプレミアム 

壮大なエネルギー実験場 
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