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震災・原発事故の教訓と
エネルギー政策
10 月 21 日の JSE 交流会では、
「震災・原発事故の教訓とエネルギー政策」
と題し、桜美林大学北東アジア総合研究所客員特別研究員の杉本勝則氏にお
話しいただいた。
震災が起きたあの日から、毎日何かしらの報道がされている。特に原発問
題については、かなり危ないことやすぐには解決しないことは、初めから漠
然と分かっていたのではないだろうか。そろそろ東日本大震災とそこから派
生したさまざまな問題を振り返り、未来のエネルギーやその技術について考
えてみる時期ではないだろうか。以下は、編集部でまとめたものである。

1. 今回の大震災で最もショックを受けたこと
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ようになった。
このような小惑星の衝突は、滅多に起こらないこと

今回の東日本大震災で私が最もショック受けたこと

に思えるが、トリノスケールという基準で局地的に大

は、巨大な津波で船が川を遡り山に登ってしまったこ

きな破壊が起こるとされるレベル 8 だと、50 年から数

とである。この異様な光景に咄嗟に思い浮かんだのは

千年に 1 回の割合で発生しており、文明が滅ぶぐらい

旧約聖書の「ノアの方（箱）舟」伝説である。この伝説

の小惑星の衝突であるレベル 9 だと 1 万年から 10 万年

は、
神が悪事を働く人間を滅ぼすため大洪水を起こし、

に一度とされている。1 万年前というと、人類がよう

正直者のノアとその家族達だけが助かる話だが、それ

やく農耕文明を始めた頃で、まだ文字もなく記録も

にしても大洪水なのになぜ船が海に流されるのではな

残っていないので分からないだけで、地球的時間軸で

くアララト山に登るのか不思議でならなかった。そこ

見ると旧約聖書の中のような話はちょくちょく起こっ

で調べてみると、8000 年前にイタリアのエトナ火山

ているのであろう。

で大崩落が起こり、それが巨大津波となり地中海各地

旧約聖書のような昔にまで遡らなくても、地震があ

を襲い、その人々の記憶が下地になってノアの方舟伝

まりないと思われていたワシントン郊外では今年 8 月

説になったという学説が発表されていた。

に M5.8 の地震が起こり、原発 2 基が緊急停止してい

日本においても、1792 年に長崎県島原で『島原大変、

るし、ロンドンでも 2008 年に M5.2、ニューヨークで

肥後迷惑』という、地震により普賢岳の隣の眉山が大

も 1884 年に M5.5 の地震が起きている。ニューヨーク

崩落を起こし海になだれ込み、大津波となって島原と

では M7 以上の地震は 3400 年に一度の確率で起こると

対岸の熊本で合わせて約 2 万 5000 人が亡くなったとい

予想されるので当分は大丈夫と思いたいが、四川大地

う記録がある。

震の場合は、1000 万年間ほぼ休止していた断層が動

旧約聖書にはノアの方舟だけでなく、チャールトン・

いて起きているので決して安心はできない。

ヘストン主演の映画「十戒」の中で海面がパッと二つ

要するに地球は生きているのであり、不動と思われ

に分かれその中をユダヤの民を引き連れたモーゼが

る大地も絶えず移動しているので、未来永劫にわたっ

渡っていく「出エジプト」の有名な場面があるが、こ

て安全な所は地球上には何処にもないのである。そし

れも調べていくと、伝説を遡る 400 年ほど前にエーゲ

て、これから述べるように 3 つのプレートがぶつかり

海の火山島、
サントリーニ島がカルデラ崩壊を起こし、

合う日本は特に地球上でも危険な場所なのである。

陥没した島に流れ込んだ海水が巨大な引き潮になった
ことが物語の土台になっているという説もある。
さらに、同じ旧約聖書の中に、堕落しきった都市ソ

2. 巨大地震と巨大津波の日本列島

ドムとゴモラが天からの硫黄と火によって滅ぼされる

今回の東日本大震災は、チリ地震（1960 年）の M9.5、

という話があるが、これも小惑星が地球に衝突する際

アラスカ地震（1964 年）の M9.2、
スマトラ地震（2004 年）

に空中で爆発し、その破片が火の塊となって降り注い

の M9.1 に次ぐ、記録にある中で世界で 4 番目の巨大

できたのではないかとも言われている。これは、1908

地震である。

年にシベリアのツングースカで一帯が焼け野原になっ

今回の地震と大津波は想定外とよく言われたが、東

ているのが見つかったが、その原因の研究とシュメー

北・三陸には人々の記憶にある大津波だけでも、明治

ル遺跡から発見された星座表からこの説が唱えられる

三陸（1896 年）
、昭和三陸（1933 年）
、チリ地震（1960 年）
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の大津波があるし、さらに歴史記録のあるものとして

はない。また、当時、主な反原発団体も浜岡等危険な

は、貞観（869 年）、慶長（1611 年）、寛政（1793 年）の

原発は直ちに止めるべきであるが、それ以外について

大津波がある。また、最近の地質学調査からは、有史

は基本的に安全性をチェックして耐用年数に応じ廃炉

以前においても巨大地震と大津波が繰り返し起こって

とし、自然エネルギーで代替し脱原発を図っていくべ

いることが明らかになっている。今回の地震・大津波

きと言っていた。これをあたかも直ちに原発をやめて

は想定外、予想を超えると言われたが、ちゃんと予想

日本の産業が成り立つのかというような報道で不必要

していた人もいる。昨年の 12 月に『津波災害』
（河田

に脱原発の危機感を煽っていたマスコミ報道について

惠昭著）
という本が出版されているが、そこには、
「2010

は検証していく必要があると思う。

年 2 月のチリ地震では、被害はあまりなかったが、津

当時、
菅前総理が言っていたのが
「2010年エネルギー

波も発生していた。津波警報も出されていたが、その

計画」の見直しであるのでこれについて少し解説する

時に避難したのは、たった 3.8％の人たちだけであっ

と、
「エネルギー基本計画」は 2003 年に初めて作られ、

た。人々が安心しきっているこの状況で、もし本当に

2007 年の改定を経て、2010 年に改定されている。こ

地震が起こった場合は、『万』を超える犠牲者が発生

れはラクイラサミットで先進国は 2050 年に 80％以上

しかねない」と書かれている。しかし、この警告は生

の CO2 を削減することに合意し、さらに、鳩山元総

かされることなく、今回の地震・津波で 2 万弱の人が

理が「朝日地球環境フォーラム 2009」で突如 2020 年ま

亡くなってしまった。著者にしてみれば、想定外でも

でに CO2 を 25％削減すると宣言したことを受け、CO2

予想を超える被害でもなく、予想どおりの被害となっ

を排出しない原発を中心とするエネルギー計画を策定

てしまったのである。

したものである。その中では、原子力の比率を 10％

これから最も警戒しなければならないのは、東海・

から 31％に上げているが、新型原発とはいえ、これ

東南海・南海地震である。この地域についていえば、

までの最高設備利用率が 84.2％（1998 年のみ）である

地震が非常に規則正しく起こっている。特に心配され

のにこれを 90％に設定するなどかなり無理な計画で

ている東海地震については、浜岡原発の 10㎞少しの

あったところ、今回の原発事故が起きて計画の改定を

所に東海道新幹線と東名高速道路が走っている。もし

余儀なくされたのである。

原発で事故があると幹線の人・物の流れが止まり、わ

原発事故後のエネルギー予測がどうなるのかについ

が国は壊滅的な打撃を受けかねない。菅前総理が浜岡

ては何とも言えない状況にあるが、原発事故前のエ

原発を止めた時にいろいろ批判もあったが、私は政治

ネルギー経済研究所の予測では 2020 年まではエネル

家として当然の判断であったと理解している。東海地

ギー消費量は増大し、
2035年には減少しているとした。

震は約 150 年の空白があり、発生確率はこの 30 年間で

しかし、この予測は原発事故とそのあとの節電努力等

87％と非常に高くなっている。空白期間は実は 250 年

で見通しの立たないものとなっている。そこで参考ま

であるとの最新の研究報告もあり、これだと発生確率

でに民間の世界的環境団体 WWF のエネルギーシナリ

はさらに高いものとなる。

オを挙げておくが、これは省エネ・新エネの技術進歩

ちなみに、日本は北米プレート、ユーラシアプレー
ト、太平洋プレートの 3 つが重なるところにあり、世

も考慮した比較的精緻なものであるし、ホームページ
にも出ているので参考にしていただければと思う。

界でも稀に見る危険地帯である。世界の地震の 1/10

将来のエネルギーを自然エネルギーで賄えるかとい

は日本で発生していること、M9 クラスの地震は世界

う議論では、多くの識者が効率の悪い自然エネルギー

で 10 年に一度は起こっていることを考えると、日本

でこれからの増加する電力需要を賄うことは不可能で

においては単純計算で 100 年に一度巨大地震が起こる

あると結論付けている。しかし、
これも考え方次第で、

確率になる。

例えば、白熱灯を LED に変えただけで使用電力は 1/6
～ 1/7 なるし、工場の屋根に断熱塗料を塗るだけでエ

3. 危ない日本で現在の原子力発電を続けるべきか

アコンの電気使用量を約 20％削減することもできる。
また、今回の原発事故後の節電で、われわれはこれま

世界で稀にみる危険地帯の日本で原子力発電を続け

で必要以上に電気を無駄に使っていたことも明らかに

るべきであろうか。事故当時のマスコミ報道で一つ注

なった。そうしてみると、この電力の削減は『マイナ

意しなければならないことは、菅前総理が脱原発を打

スの発電所』
、すなわち『節電所』を設置したものと考

ち出した時、直ちに脱原発を行うかのような報道がさ

えれば、節電所＋自然エネルギー発電所（大規模なも

れていたが、前総理は最初から段階的廃止を言ってお

のとしては海洋温度差発電等が考えうる）で将来のエ

り、これは現在、野田総理の言っていることと変わり

ネルギー需要を自然エネルギーで賄うことの可能性も
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見えてくる。

な太陽光・太陽熱利用の発電所を作りその電力を新型

福島原発事故を巡るマスコミ報道やそこに登場する

送電線でヨーロッパに持っていくプロジェクトが進め

識者の無責任ともいえる発言の数々については、皆様

られており、これはドイツの企業が中心になって進め

にも思うところが多くあったと思うが、私について言

ている。原発の危険性とともに代替エネルギーについ

えば、原発事故発生時から、マスコミ報道とマスコミ

て手を打っているから思い切った脱原発が行えるので

に取り上げてもらえないのでネットを通じて記者会見

あり、このことをマスコミも報道しなければならない

を行っていた NGO を見比べていたが、正しかったの

と思う。

は大手マスコミ報道ではなく、NGO のネット記者会
見の方だった。従って、私はこのネット記者会見のお
かげで、極めて初期の段階から原発事故の深刻さを認

4. 菅前総理の脱原発発言を巡るマスコミ報道の問題点

識できたし、国内のマスコミ報道が当てにならず、ア

菅前総理については震災復興、原発事故後の個々の

メリカや西欧諸国からの情報のほうが当てになること

対応にはマスコミが指摘したような問題点もあったと

を体験できた。われわれの認識とは異なるが、世界の

思うが、
『菅おろし』が突如吹き荒れたのは、菅前総

関心は津波被害よりも原発事故のほうにあったことを

理が浜岡原発の停止要請、発送電分離、OECD フォー

われわれは知っておく必要がある。

ラムでの自然エネルギー重視という一連の脱原発発言

原発利用をこれからも進めていくべきかについてで

の後であることに注意する必要がある。菅おろしが始

あるが、今回の事故で、まず明らかになったことは人

まってから、なぜか菅前総理は元気になって、市民活

類は原子力を完全にはコントロールできないというこ

動家の顔になったような気がするのは私の思い過ごし

とである。つまり、核燃料は核反応時だけでなく崩壊

だろうか。

熱があるために絶えず冷却しておかなければならない

前総理は、原発事故当時の対応について事故から半

ため、核物質については絶対に管理を怠ることができ

年経ってマスコミからのインタビューに応じている

ない。このことは特に旧ソ連が崩壊した時に核管理が

（2011.9.6 東京新聞等）が、その内容は前総理の国会答

疎かになったように、国力や文明が衰えた時に問題に

弁から一貫しているので国会会議録と併せてお読みい

なる。

ただければと思う。

次に原発事故の被害の大きさである。今回の事故

これに関連して、4 月 13 日に、松本健一内閣官房参

は、当初はチェルノブイリの 1/7 くらいとされていた

与が原発周辺に 20 年住めないというような発言をし、

が、各地でホットスポットが見つかるなどチェルノブ

これが『松本ヤメロ』コールへと繋がり大々的に報道

イリを上回るとの見方も出ている。また、原発は「ト

されたが、地元住民の感情を政治家が代弁したという

イレなきマンション」といわれるように廃棄物処理の

点については心情的に理解できるとしても、チェルノ

方法・受入先が全く決まっていないだけでなく、再処

ブイリという先例がありながら住民の避難やその後の

理工場を含めた原発の建設費用が当初額から大幅に増

生活再建にその教訓が生かされなかった点について

加していることも、原発の将来性を見るときに重要な

は、危機に際し政治家は何をなすべきかを改めて考え

要素である。

させられる問題である。

この点、ドイツがどのような理由で脱原発を進めた
かについてわが国でほとんど報道されていないので説
明すると、ドイツでは賛成派も反対派も参加した調査
で、小児ガンについて原発との距離が近いほどリスク
が高くなるという報告書が出されており、これが国民
の共通認識になっているようである。

5. 従来の原子力発電に代わるエネルギー
では、未来のエネルギーについてどのように考える
べきであろうか。
従来型の原子力発電に代わるものとして、トリウム

また、わが国の報道ではドイツが脱原発を進められ

溶融塩炉というものがある。今までの燃料棒式ではな

るのは、電力をフランスから買えるからだという報道

い流体式の新しい原発であり、そのメリットは、事故

がなされているが、電力の売買が自由化されている

が起こった場合に流体燃料がガラス状に固まるので従

EU ではフランスが渇水期で原発を冷却できないとき

来の原発のように大規模な放射能汚染が起こらないこ

などにはドイツから買っているように、フランスがド

と、プルトニウムが生成されないので核兵器製造につ

イツから買っている電力の方がはるかに多いのが事

ながらないことである。この新型炉について中国では

実である。

新規に予算をつけ研究開発を始めているが、先ほど述

また、デザーテック計画というサハラ砂漠で大規模
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なぜ水素に注目するのかと言うと、燃料電池にその

残る。
その他の有望なエネルギーとしては、シェールガス

まま使えるからである。燃料電池とは水の電気分解と

やメタンハイドレートがある。シェールガスについて

逆の反応で電気を得る方法である。未来の自動車につ

は可採年数が 400 年とも言われており、アメリカでは

いて考えると、電気自動車にしても、燃料電池車につ

エネルギー革命につながる原発に代わるエネルギーと

いても、電気でモーターを回す点では基本的に同じで

して脚光を浴びているが、そのために自然エネルギー

ある。最近、電気自動車は非常にブームになっている

の開発熱が冷めてきているのは CO2 減少の観点から

が、夜間の安い電力で充電をすることを前提に考えら

は問題である。詳しい資料は JOGMEC のホームペー

れている。夜間電力がなぜ安いかというと、原発は途

ジにもあるので関心のある方はご覧いただきたい。

中で止めるわけにはいかないので夜も動いているから

次に、メタンハイドレートという籠状の水分子の中

である。今回の原発事故で、原発が動かなくなった場

にメタン分子を取り込んだ物質がある。日本近海にも

合、安い夜間電力は使えなくなるので電気自動車の電

存在するので、数少ないわが国の国産エネルギーとも

力をどうするのかという問題が出てくるが、私は水

いえる。これを資源開発研究しているコンソーシアム

素をそのまま利用する燃料電池車の重要性が増すと

の以前の資料では、日本全体で 96 年分のメタンがあ

思う。

るとしていたが、地域を限り調査をした新しい資料で

そして、未来の自動車は、イン・ホイール・モーター

は 7 年分という数字が出ている。一般的に新しいエネ

というタイヤの中にモーターが組み込まれ、四輪が独

ルギーの話が出てきた時には、多少オーバーな数字が

立に回転するものになると思う。現状ではバネの下

出るので、その点については注意が必要である。

が重くなるので乗り心地が悪いという欠点があるが、

太陽光発電、風力発電等の自然エネルギーについて

モーターがもっと小型化できれば、かなり将来性があ

は色々な所で述べられているのでここでは省略する

る。未来社会では、ボディーとタイヤと電池があるも

が、太陽光、太陽熱、風力、波力等のいずれの自然エ

のを自動車と定義しているかもしれない。

ネルギーも太陽からのエネルギーが基となっている。
風力について言えば太陽エネルギーによって温まった

7. スーパーエコシップに見る未来船

空気の温度差で風が吹くし、海水の温度差で潮流や波
が生まれる。このように考えた場合、砂漠や強風地帯

未来の船舶については、海洋技術安全研究所のスー

といった過酷な自然環境のところほど自然エネルギー

パーエコシップと日本郵船の SUPER ECO SHIP 2030

の宝庫ともいえる。そして、この太陽のエネルギーを

があるが、やはり電気推進システムを提案している。

どのようなエネルギーに変換し、送電線で運ぶのか輸

そして、SUPER ECO SHIP 2030 では燃料電池が採用

送船で運ぶのか、輸送手段が問題になってくる。

されている。未来の船は、風力と太陽光も利用してい
るだろう。その際、太陽光発電については、薄膜式、

6. 水素エネルギーの未来

塗料式を用いれば帆の部分でも、船体部分でも発電で
きるようになる。

水素エネルギーは、これを燃やしても排出物が水だ

その他、地球温暖化予測で活躍している地球シミュ

けというクリーンなエネルギーである。風力発電で

レータを使って地球上の海流を予測し、船舶航行の省

作った電気で水を電気分解し、水素エネルギーとして

エネ化を図っていけるので、その精度を上げ、広く

運ぶことが検討されている。

情報を提供していけばさらに省エネが図れることに

例えば、アルゼンチンのパタゴニアは、風の強いこ

なる。

とで知られているが、パタゴニアだけで、日本の年間

また、スクリューについて言えば、ポッド推進式と

発電量の 8 倍の発電が可能という。ただ、ここで発電

いうプロペラの所にモーターを置き電気でこれを回す

所を作っても電気をそのまま日本に持って来れないの

方式になると思う。これは先ほど述べたイン・ホイー

で液体水素にして日本に運ぶことになるが、現状では

ル・モーターと同じ発想なので驚いたが、このメリッ

非常にコストがかかってしまう。そこで、新たにロシ

トは各スクリューを各方向に独立に動かせるので船を

ア・サハリンに風力発電所を作り、電気分解で作った

桟橋につけるときに横向きで着けられるところにあ

水素を有機ハイドライドという液体に吸収させて日本

る。私は、船舶工学には全くの素人であるが、以前か

に持ってくる構想が提案されている。このエネルギー

らバラスト水はエネルギー消費の点で無駄ではないか

の輸送手段として、将来、海運会社の役割が大きくな

と思っていた。このポッド式のスクリューなら喫水の

るのではないかと思う。

高さに併せてスクリューの位置を上下できるので、空

2011.12 KAIUN 67

第 85 回 ★

JSE 交流会 ★

荷の時には海面を滑るように高速・省エネ航行ができ
るのではないかと思う。
次に未来船舶の燃料についてであるが、SUPER

『未来はすべて決まっているのか』等をご覧いただき
軽く聞き流していただきたいが、量子論とは、ミクロ
の世界の電子や光の振る舞いを説明する理論である。

ECO SHIP 2030 の 資 料 で は、 当 初、 メ タ ノ ー ル か

われわれが学生の頃に習ったミクロの世界は、原子核

LNG を使いながら、将来は水素でと考えられている

の周りを電子が決まった軌道でぐるぐる回っていると

ことに意を強くした。先に述べたように、先進国は

いうものであったが、どうもそうではないらしい。

2050 年までに CO2 の 80％削減を行っていかなければ

量子論の考え方の基本は、
「光は粒子であるととも

ならない。そのためには工業生産だけでなく、運輸、

に波である」というものであるが、極小の穴から光を

事務、家庭のあらゆる場で脱 CO2 を進めていかなけ

通したときに、もし光が粒子だったら一点にしか集ま

ればならない。今回の原発事故で原子力発電に頼れな

らないはずであるが、実際は一点に集中するのではな

くなった今、わが国は自然エネルギー利用を強力に進

く明るいところと暗いところの縞模様となる。光が波

めていかなければならないが、水素社会を先取りする

の性質を持つと考えると波の干渉でこのことを説明で

といってもそのメリットが具体的に見えてこなければ

きるのである。そして、波であることから粒子がそ

その実現は難しい。かつて自動車が誕生した時に、自

の一点に集まるかどうかは確率の問題でしかなく絶

動車は馬車と競合し、飼葉は何処にでもあるがガソリ

対にそこに集まるとは言えないのである。ところで、

ンスタンドはないので自動車は発達しないと言われて

ニュートン力学では、リンゴの落ちる速さや、あるい

いた。しかし、自動車の便利さが分かると、瞬く間に

は弾を飛ばす時に弾道計算でどこに落ちるかとか、風

ガソリンスタンドが普及し馬車を駆逐した。そのこと

の抵抗などを抜きにして考えた場合に、必ず物の動き

を考えた場合に、これは便利だなぁ、いいなぁと思っ

は計算どおりに動くので「未来は決定されている」と

た時に、エネルギー革命は急激に起こるのである。実

考えられている。

際、今回の地震以降、テレビ CM を見ていても、
「日

これに対しこの量子論の世界では、それが存在する

本中の屋根に太陽光を」とか、「屋根が発電所」とか、

かは不確定であり、確率的に高いということにすぎな

今まで言ってもあまり相手にしてもらえなかったこと

いので「未来は決定しているとは言えない」ことにな

が、3 月 11 日以降、色々な所で言われ始めている。水

る。この波の現象は超伝導やフラーレンの世界でも観

素利用についてもその便利さをあらゆるところで実感

察されるとのことであり、ニュートン力学の世界と量

できることが必要であり、船舶においてもその有用性

子論の世界をどう繋げるかが、今、物理学の世界で大

が理解されれば普及が進むと思う。

問題になっている。

それと、この SUPER ECO SHIP 2030 の中で重要な

これは物理学という自然科学の世界での話だが、今

ことは、私も運輸委員会の担当の時に何度か船内を視

回の原発事故について考えてみると、絶対安全である

察したが、船の中の巨大な機関室と動力シャフトが必

という「神話」や「想定外」と言うこと自体が決定論的

要なくなるという点である。未来の船が燃料電池にな

で間違っているのではないかと思えてくるのである。

ると巨大な船も電池とモーターだけのプラモデルの世

そして、これを人文・社会科学の問題として考えた

界と同様に考えれば良いようになる。機関室等の必要

場合、
「神話」や「想定外」と言った途端、そこから先

がなくなった空間を荷物室に使えばその分輸送コスト

の思考が止まってしまうことこそが問題なのである。

も下がることになる。

物理学の世界では光速を超えるものは存在しないとし

私は、科学技術の発達とは『意味のない無駄』を無
くしていくことだと思う。であるなら未来の船はこの
無駄をできるだけ排除すればよいし、これを実現する

たアインシュタインの相対性理論さえこれが正しいの
かどうか絶えず研究、検証がなされている。
今回の地震・津波と原発事故は、
「神話」や「想定外」

ための基礎技術はこれまで述べたように存在してい

という言葉に安住してしまい勝ちなわれわれに、日々

る。要は、未来に向かってこれらの技術を積極的に活

の研鑽を怠ってきたわれわれに、天が与えてくれた試

用するかどうかであり、そのためには固定概念にとら

練ではないだろうか。この試練を力を合わせ乗り切る

われない、柔軟な思考が必要とされるのである。

ことで未来が開けると共に大震災で亡くなられた人達
の供養にもなるのではないだろうか。

8. まとめに代えて
～ニュートン力学的発想から量子論的発想へ～
この部分については詳しくは雑誌ニュートン別冊の
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