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最近の講演・投稿・活動 
平成21年 7月 日本技術士会（※1）  講演「環境・エネルギー問題と原子力の役割」 
平成22年 7月 日本ＰＥ協会 講演「プロフェッショナルに必要なこと」 
平成23年 7月  （※1） 講演「放射線の人間への影響と今後のエネルギー選択」 
平成23年 7月 京都技術士会 講演「原子力とエネルギー資源を考える」 
平成23年 8～9月 大坂技術振興協会誌（※2） 投稿「人は放射線に弱いのか」 
平成23年11月 SNW 「学生とシニアの対話イン九大2011」 
平成23年11月 SNW 「学生とシニアの対話イン福井2011」 （福井大） 
平成23年12月 （※1）講演「エネルギー選択における原子力の役割」 
平成23年12月 SNW 「学生とシニアの対話イン関西2011」（阪大） 
平成23年12月 水素ｴﾈﾙｷﾞｰ協会誌 投稿「エネルギー問題を俯瞰的に捉えるとは」 
平成24年12月 広島商船高専 「原子力討論会イン広島2012」基調講演 
平成25年3月 大学ATOM連合「YE人材育成研修 対話会」（北大） 
平成25年5月 （※1）講演「宇宙になぜ我々が存在するのか－宇宙の起源ほか」 
平成25年8月 SNW 「対話イン北九州高専2013」 
平成25年10月 安全防災シンポ 講演「原子力発電所の新規制基準と背景」（阪大） 
平成25年11月 大学ATOM連合「YE人材育成研修 対話会」（三菱重工神戸） 
平成25年12月 広島商船高専「原子力討論会イン広島2013」 
平成26年4月  （※2）投稿「気候変動を俯瞰する」 
   SNW：原子力学会ｼﾆｱﾈｯﾄﾜｰｸ   YE ：文科省 国際舞台で活躍できるﾔﾝｸﾞｴﾘｰﾄ 



講演の論点 

Ⅰ. エネルギーの源泉と歴史 
 (1) エネルギーの源泉／エネルギーの変遷と文明 
 (2) 低密度の再生可能エネルギーの歴史 
Ⅱ. Ｓ＋３Ｅ（安全，安定供給，経済性，環境適合） 
 (1) 安全：原発の新規制基準と安全対策 
 (2) 安定供給：電源構成ベストミックス，今後の燃料 
 (3) 経済性：エネルギー源の比較 
 (4) 環境適合：地球温暖化の実態 
Ⅲ. 今後のエネルギーと予測 
 (1) 資源の枯渇／今後の原子力 
 (2) ２１００年代の世界予測 

正しい情報と一般教養でエネルギーを考えてみよう 



エネルギーを考えるときに必要なもの 

出典：ビジネスアイエネコ 2012年10月号 p37,小川順子 

全体像／多様な視点 
（正しい情報） 

変だなと思える感性／倫理観 
（一般教養） 

社会科学 

全体像 

多様な視点 

倫理 

自然科学 

歴史観 

自然に学び、自然を真似る 



正しい情報 報道の本質 ｢顧客は大衆｣ 

出典：日本技術士会技術者倫理CPD講座「科学技術と倫理」2012/2/4 

1815年ナポレオンのコルシカ島脱出からパリ入城 

猛虎、檻を破る 

卑劣漢、フレジュスに上陸 

悪鬼の航海は三日間 

ハゲタカ、アンチーブに達す 

侵略者、グルノーブルに到着 

将軍、リヨンに入城 

ナポレオン、昨夜フォンテーヌブローで眠る 

皇帝、今日テュイリー宮に入城の予定 

皇帝陛下、テュイリーに入らせらる 

当時の新聞報道  迎合姿勢に古今東西はない？ 

情報は必要だが  情報の正しさをどう判断するか？ 
コルシカ島 

パリ 



「沈黙の春」（レイチェル・カーソン） 
 

ＤＤＴの罪 
1962年に発表された本書は、自然破壊に警告を
発した先駆書として、その後の全世界に大きな影
響を与えた。 
 

「ものみな萌えいずる春」であるべきはずだった春
が、化学薬品の乱用によってそうではなくなってし
まったことが、本書の主題。日本において、農薬禍
が騒がれるはるか以前に、多くの実証的データに
基づいて米国で警告していた。 
 

極言すると20世紀後半の科学史上、特に注目され
てしかるべき業績の一つであろう（本書解説） 

一般教養 歴史/ﾌﾟﾗｽとﾏｲﾅｽ/相反関係（1） 

環境問題には「全体最適」に反する「部分最適」などあろうはず 

がない・・ように見える。環境問題は聖域だと。 



ＤＤＴの功罪   「ガイアの復習」（ジェームズ・ラブロック） 
 

 功・・他の化学薬品よりも毎年数百万の人命を救った 

    伝染病（発疹ﾁﾌｽ）予防／ﾏﾗﾘｱの多発する地域に住む数億人の 

          生活の質を向上（戦後日本でも） 
 

 罪・・農企業が収穫量を高めるために大量使用 ⇒ 環境問題化 

    ⇒ 環境保護（先進国の裕福な環境進主義者の主張）の名の下に 

              見境のない禁止 
 

 

結果・・熱帯諸国の住民は、DDTを使ってﾏﾗﾘｱを効果的に抑制できず  

           ⇒ 死と病気という高い代償を払う 
 

 

DDTを使って安全を手に入れた先進国（環境派）が発展途上
国の住民に害を及ぼす 【環境保護の名に隠れた失態】 

一般教養 歴史/ﾌﾟﾗｽとﾏｲﾅｽ/相反関係（2） 



一般教養 歴史/ﾌﾟﾗｽとﾏｲﾅｽ/相反関係（3） 

出典：日経サイエンス 2011.2 

マラリアの高リスク地域（最も致死率が高い熱帯熱マラリアにかかりやすい地域） 

ワクチン以外の防御法 DDTが復活（室内）・蚊帳 

マラリアによって毎年100万人が犠牲  ⇒ ワクチン開発に数十のプロジェクト 
資金の大半はゲイツ財団 1994年～45億ドル  今後10年間  100億ドルに増額 

ＤＤＴは環境保護の名の下に見境なく禁止 → 熱帯諸国民はマラリアを退治できず 
→  死と病気という高い代償を払う 



 
 

Ⅰ. エネルギーの源泉と歴史 
   

 Ⅰ-1   エネルギーの源泉 
     資源の源泉と由来 
     宇宙史から知る原子エネルギー 
     原子エネルギーから物質生成 
     地熱の源泉は原始放射性物質 

 Ⅰ-2 エネルギーの変遷と文明 
     薪炭が環境破壊の源 
     森林乱伐で文明が滅び／石炭が救った 
     今日の繁栄の源は化石燃料 

 Ⅰ-3 低密度の再生エネルギーの歴史 
     再生／新エネルギーの定義 
     歴史の教訓に学ぶ 



Ⅰ-１ エネルギーの源泉  資源の源泉と由来 

宇宙エネルギーは質量に貯蔵 → エネルギーの源は質量変換（原子力） 

エネルギー資源の源泉と由来 

源泉 
１次エネ
ルギー源 

エネルギー
発生原理 

資源 

エネルギー資源の蓄積時点と由来 

発電活用方法（形態） 過去 
現在（近将来を含む） 

創生時 小過去 

地球以外
の保有資
源 

太陽光 核融合 

石炭   ○（億年単位で蓄積） （百年単位で消費） 火力発電（化学熱） 

石油   ○（億年単位で蓄積） （百年単位で消費） 火力発電（化学熱） 

天然ガス   ○（億年単位で蓄積） （百年単位で消費） 火力発電（化学熱） 

水     ○ 水力発電（位置） 

風     ○（低密度） 風力発電（速度） 

太陽光     ○（低密度） 
太陽光発電（光電）         
太陽熱発電（熱） 

地球保有
資源 

原始放射
性物質 

核分裂 
ウラン ○   （百年単位で消費） 軽水炉発電（質量熱／核分裂） 

Pu（ウラン） △（ウラン）   ○Pu（千年単位で消費） 高速炉発電（質量熱／核分裂） 

放射性崩壊 ウラン238など ○     地熱発電（崩壊熱） 

資源物質 
核融合 

水素 
○     核融合炉発電（質量熱） 

化学反応 ○   （低密度） 燃料電池（化学電） 

 化学熱：化学反応時の発熱   位置：位置エネルギー   質量熱：質量エネルギー変換時の発熱 

 ○：主  △：従 

現在の幸せは過去の太陽蓄積資源（化石燃料）の利用による一過性のもの 



Ⅰ-１ エネルギーの源泉  蓄えた時代と使う時代 

石炭  ３億年超かけて蓄え ⇒ 使い切るのは「一瞬」 
人為的CO2が地球温暖化の主因であったという根拠は不明確だが、 
CO2削減は、炭素資源を子孫に残すためにこそ意味がある 

出典：核燃料サイクル，藤家，石井 



Ⅰ-１ エネルギーの源泉 宇宙史から知る原子ｴﾈﾙｷﾞｰ 

出典：原子力, 藤家洋一，2005 （※） ウラン等の崩壊熱（地熱の源） → 地熱発電 

ビッグバン前は物質はなく電磁波（放射線）が溢れる → いかにして太陽や地球は誕生したか 
                                    いかにしてヒトは自然を学び，自然を真似たか 

（※）  



Ⅰ-１ エネルギーの源泉 原子エネルギーから物質生成 

出典：原子力, 藤家洋一，2005 

鉄 

元素の中で核子の結合エネルギーが最も大きく安定している鉄が作られるとエネルギー生成の 
プロセスは止まってしまう 
鉄よりも重い元素は普通にはできず，吸熱反応が起こる大きなエネルギー（超新星爆発）が必要 

核融合反応 

超新星爆発による吸熱反応 

超新星爆発エネルギー 
で中性子吸収・過剰 
⇒β崩壊（電子放出） 
⇒中性子が陽子へ変わる 
 （原子番号が一つ増） 

超新星爆発という莫大 
なエネルギーを「質量」 
という形で貯蔵 
⇒「核分裂」はそれを 
解放するもの 

U-235 

核子エネルギーと物質生成 



Ⅰ-１ エネルギーの源泉 原子ｴﾈﾙｷﾞｰから物質生成 

出典：ベースメタル枯渇、西山 

太陽系は超新星爆発で生成した宇宙塵を集めて誕生 
元々宇宙には放射性物質が満ちている 
 
宇宙から生まれた地球と地球生物には放射性物質が存在 

太陽系の原子存在比 



Ⅰ-１ エネルギーの源泉  地熱の源泉は原始放射性物質 

地球誕生から約46億年。地球内部はなぜ高温なのか。 以下（1/2）とは異なる文献 

地熱の割合  地球誕生時からの余熱／隕石の落下による熱 約20％ 

           放射性物質の崩壊による熱 約80％（46億年前は現在の約4.8倍） 

短半減期核種が枯渇する前は，崩壊熱はさらに大     約30億年前は現在の２倍 

 

地熱の功罪  （功）地下のマグマを流動    地磁気発生    宇宙線を減らす 

                           （罪）プレート移動    大地震の源 

地熱発電  地熱（放射性物質の崩壊熱）による「原子力発電」 

 

 
核種

単位発熱量
（W/kg核種）

半減期
（億年）

マントル濃度
（kg核種／kgマントル）

発熱量
（W/kgマントル）

Ｕ－238 9.46×10-5 44.7 30.8×10-9 2.91×10-12

Ｕ－235 56.9×10-5 7.04 0.22×10-9 0.125×10-12

Ｔｈ－232 2.64×10-5 140 124×10-9 3.27×10-12

Ｋ－40 2.92×10-5 12.5 36.9×10-9 1.08×10-12

主要な地熱発熱核種（現在）

出典：Wikipedia 地温勾配 



Ⅰ-２  エネルギーの変遷と文明 薪炭が環境破壊の源 

出典：エネルギー白書2013 

人類とエネルギーのかかわり 

薪炭/水車/風車/馬力・・全て再生可能エネルギーだった  薪炭は森林乱伐の源 

現在の太陽光（大規模）＝薪炭  環境破壊と利用の相反 



Ⅰ-２  変遷と文明 森林乱伐で文明が滅び/石炭が救った 

出典：エネルギー環境歴，田中紀夫／木材・石炭・シェールガス，石井彰 

火／薪炭（※）  古代文明（エジプト，インダス，黄河）／ギリシャ・ローマ文明も森林 
       を乱伐・枯渇 → 文明崩壊 
   【日本】 奈良時代：大仏づくり → 森林枯渇 → 遷都 
          江戸時代：幕末の里山は壊滅状態   国土の1/4が荒地 
馬力（※）  飼料用農地が森林破壊 馬１頭に土地２ha必要 ×180万頭（仏革命前） 
石炭  薪炭価格上昇／森林破壊から救った  

900年頃の欧州 1900年頃の欧州 現在の欧州に原生林はない 



Ⅰ-２  変遷と文明  今日の繁栄の源は化石燃料 

出典：エネルギー白書2013 

世界のエネルギー消費量と人口推移 

今日の繁栄は化石燃料によってもたらされた一過性のもの 



Ⅰ-２ 変遷と文明 エネルギーが支える文明 

出典：エネルギー白書2013 

エネルギー資源の供給過程と利用形態 

【歴史の教訓】  エネルギー資源の枯渇が環境破壊を生み、文明を滅ぼす 



Ⅰ-３ 低密度の再生可能エネルギーの歴史 
再生／新エネルギーの定義 

歴史の教訓に学ぶ   
低密度の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ（薪炭）の歴史は、エネルギーか環境破壊かの相反の歴史だっ
た → 低密度ｴﾈﾙｷﾞｰの脆弱性を知る → 現在は太陽光発電 

再生可能エネルギーの平均密度は低い 
太陽光は火力に比べ３桁低く、風力／バイオマスは太陽光に比べ２桁、地熱は３桁低い。 
低密度のものがエネルギーを取り出すのは効率的でない。 

出典：エネルギー白書2013 



 
 

Ⅱ. Ｓ＋３Ｅ（安全，安定供給，経済性，環境適合） 
   

 Ⅱ-1   安全 ： 新規制基準と安全対策 
     ストレステスト評価／福島第一事故の教訓 
     新規制基準／安全対策 
 

 Ⅱ-2 安定供給 ： 電源構成ﾍﾞｽﾄﾐｯｸｽ，今後の燃料 
     燃料輸入相手国／チョークポイント依存度 
     ＥＵ全体と日本の電源構成比は同じ／資源調達の安定性 
     再生可能エネルギー設備導入量／シェールガス／メタンハイドレート 
 

 Ⅱ-3 経済性 ： エネルギー源の比較 
     発電コスト／原発停止の経済的影響／ドイツの現実 など     
 Ⅱ-4 環境適合 ： 地球温暖化問題の実態 
     ＩＰＣＣ第５次評価報告／地球環境は大幅に変わった／偏った情報 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準と安全対策 
原発の安全性・信頼性向上に向けた取り組みの流れ 

出典：かんでんエル・メッセージ2014.3 

▲ 
ストレステスト評価 

▲ 
新規制基準施行 



Ⅱ-１ 安全  ストレステスト評価 

出典：原子力・エネルギー図面集2012 



 Ⅱ-１ 安全 福島第一事故の教訓 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 策定経緯（1） 

【従来】 原子力発電所の規制 保安院と原子力安全委員会とのダブルチェック 
＜ 3.11 福島第一事故発生＞ 
規制組織の改革・・「推進」と「規制」の分離 「規制」の一元化 
   → 原子力規制委員会が発足   （2012/09/19） 
規制制度の改革・・炉心損傷等の重大事故（シビアアクシデント）対策の義務化 
   → 改正原子炉等規制法が施行  （201/07/08） 

出典：原子力規制委員会及び新安全基準骨子案の概要，規制委 2013.2 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 策定経緯（2） 

出典：原子力発電所の新規制基準の策定経緯と課題，立法と調査 2013.9 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 安全規制への指摘 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 

福島第一事故以前の安全規制への指摘 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 基本的な考え方 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 主な要求内容 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 津波・地震への要求 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 

津波対策の大幅な強化 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 津波・地震への要求 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 

地震による揺れに加え地盤の「ずれや変形」に対する要求を明確化 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 津波・地震への要求 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 

活断層に認定基準を明示 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 津波・地震への要求 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 

より精密な「基準地震動」の策定 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 その他の自然現象への要求 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 

その他の自然現象の想定と対策を強化 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 自然現象以外への要求 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 

自然現象以外の事象による共通要因故障への対策（その１） 



Ⅱ-１ 安全  新規制基準 自然現象以外への要求 

出典：実用発電用原子炉に係る新規制基準について，規制委 2013.7 

自然現象以外の事象による共通要因故障への対策（その２） 



Ⅱ-１ 安全 福島事故を踏まえた安全対策 
福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策の概要 

出典：原子力・エネルギー図面集2013 



Ⅱ-１ 安全 福島事故を踏まえた安全対策 
福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策の概要 

出典：かんでんエル・メッセージ2014.3 



Ⅱ-１ 安全 福島事故を踏まえた安全対策 
福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策の概要 

出典：かんでんエル・メッセージ2014.3 



Ⅱ-１ 安全 福島事故を踏まえた安全対策 

出典：かんでんエル・メッセージ2014.3 

福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策の概要 



Ⅱ-２ 安定供給 輸入相手国別比率 
日本が輸入する化石燃料の相手国別比率 

出典：原子力・エネルギー図面集2013 



Ⅱ-２ 安定供給  チョークポイント依存度 
世界の海上輸送上のチョークポイント 

出典：エネルギー白書2013 

主要国のチョークポイント依存度 

パナマ運河 
ボスポラス運河 
スエズ運河 
バブ アル・マンデブ海峡 
ホルムズ海峡 
マラッカ海峡 

日本の依存度は低下して
いない（中韓も同様）。 

東アジアの原油輸送量が
ホルムズ海峡とマラッカ海
峡に依存しているため。 

世界の主要なチョークポイントを追加する 
原油輸送量（百万バレル／日）を示す 



Ⅱ-２ 安定供給 ＥＵ全体と日本の電源構成比が同じ 
主要国の電源発電電力量の構成比（東日本大震災前） 

出典：かんでんエル・メッセージ2014.3 

ＥＵ各国は系統が連結／独は仏（原子力）やスウェーデン（水力）に支えられている 



Ⅱ-２ 安定供給  電源別発電電力量 
日本の電源別発電電力量の実績 

出典：原子力・エネルギー図面集2013 



Ⅱ-２ 安定供給  ＣＯ2排出量と資源調達の安定性 
ＣＯ2排出量とエネルギー資源調達の安定性から見た各種電源 

出典：原子力・エネルギー図面集2013 



Ⅱ-２ 安定供給  再生可能エネルギー設備導入量 
再生可能エネルギー発電設備の導入状況（平成26年3月末現在） 

出典：資源エネルギー庁H26.6.17公表 

ＦＩＴ（固定価格買取制度）による再生可能エネルギー発電設備の導入は、太陽光発電 
主体。特に太陽光（非住宅）の導入が大きいが、認定約6300万kWに対して導入約640 
kWで約90％が未稼働。買取価格の高い時点で認定を受け、パネル価格の値下がりを 
待つ思惑が考えられる。5月末で144件を取り消し。 



Ⅱ-２ 安定供給  再生可能エネルギーへの投資 

出典：エネルギー白書2013 

世界の再生可能エネルギーへの投資金額 

太陽電池界（サンシャイン計画から約４０年） 
原理は1839年に発見され、110年後の1954年に太陽電池が発明。主に衛星用 
として使用された後、石油危機を機に日本では1974年にサンシャイン計画を開始 
（総額約 5,000億円）。今日の実用化迄の多大な出費。 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス 
米国の頁岩層の分布 

米国にも世界にもかなり幅広く頁岩層は分布している 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス 
シェールガスの採掘場所 

在来型 炭層メタン 

砂岩層 

タイトガス 

頁岩層 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス 
シェールガスの採掘技術 

水平坑井／多段階水圧破砕技術／精密地震探査技術（ﾏｲｸﾛｻｲｽﾐｯｸ） 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス 
水圧破砕の現場状況 

水平坑井／多段階水圧破砕技術／精密地震探査技術（ﾏｲｸﾛｻｲｽﾐｯｸ） 

出典：NW州環境影響調査報告書 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス 

出典：エネルギー白書2013 

米国の天然ガス掘削リグ数と天然ガス価格 

シェールガスの大量生産に伴い天然ガス価格（従来は石油に連動）が大幅に低下 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス 

出典：エネルギー白書2013 

米国の種別天然ガス生産量見通し 

1990年代に非採算であったシェールガスは掘削技術（水圧破砕技術は1940年代 
に登場）の進歩により、米国で2000年代半ばに生産が急拡大。米国では天然ガス 
生産の25％をシェールガスが占めるまでに拡大。 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス 

出典：Hughes2013年10月講演資料 

シェールガスの生産井の減衰が激しい。今後の生産見通しは楽観できないか 

米国トップ５ガス田の生産井減衰 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス資源量 

出典：エネルギー白書2014 

シェールガス／シェールオイルの技術的回収可能資源量 

世界に幅広く資源はある。米国内の状況は世界に伝搬していくのか 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガス開発の取組み 

出典：エネルギー白書2014 

世界各地でのシェールガス開発の取組み 



Ⅱ-２ 安定供給  シェールガスによる需給変化 

出典：エネルギー白書2014 

シェール革命による世界のエネルギー需給構造の変化 



Ⅱ-２ 安定供給 メタンハイドレート政府計画 

出典：経済産業省「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」 



Ⅱ-２ 安定供給  メタンハイドレート採掘概念 

出典：JOGMEC 2010年11月発表資料 



Ⅱ-２ 安定供給  メタンハイドレート採掘技術 

出典：経済産業省「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画参考資料」 

減圧法の仕組み 



Ⅱ-２ 安定供給  メタンハイドレート資源調査 

出典：経産省ニュースリリース H25年11月29日 

今後の調査予定海域 



Ⅱ-３ 経済性 各電源の発電コスト 



Ⅱ-３ 経済性 エネルギー・環境会議の検討 
３つのシナリオの概要 



Ⅱ-３ 経済性 エネルギー・環境会議の検討 
３つのシナリオに対応する政策 



Ⅱ-３ 経済性 火力発電と太陽光発電の比較 

出典：かんでんエル・メッセージ 

発電設置の設置面積  太陽光の約１／５ 
出力             太陽光の２００倍 
発電電力量         約 １,３００倍 
単位面積あたり電力量  約７,０００倍 

火力発電所 太陽光発電所 



Ⅱ-３ 経済性  エネルギー収支比（EPR）  

出典：天野治，日本原子力学会誌Vol.48,No.10 （2006） 

電源別のエネルギー収支比 （評価例） 



Ⅱ-３ 経済性  エネルギー収支比（EPR）  

出典：ATOMICA,2007.7,天野治氏提供 

ＥＰＲ値は試算条件により様々。前提や試算条件の確認が必要 

チャンピオンデータによるエネルギー収支比 （評価例） 



Ⅱ-３ 経済性  エネルギー収支比（EPR）  

出典：産創研太陽光発電研究センターＨＰ 

太陽光発電のエネルギー収支比 

日本では寿命３０年で１２～２１倍、寿命２０年で８～１４倍という 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XJ25AieAEQHSHM&tbnid=jwvGxsiKY4jjzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://unit.aist.go.jp/rcpvt/ci/about_pv/e_source/PV-energypayback.html&ei=6-vMU-nrFInl8AWNyoHgCQ&bvm=bv.71198958,d.dGc&psig=AFQjCNEoK1_yIzQtpJ7qFAzWx-QRe6A9kw&ust=1406025019799809


Ⅱ-３ 経済性  エネルギー収支比（EPR）  

出典：産創研太陽光発電研究センターＨＰ 

太陽光発電のエネルギー収支比 

発電設備１ｋＷ 発電効率１２％で年間１,０５１kWh 
図が正しいならＥＰＲは３．６～５．４ 



Ⅱ-３ 経済性  原発停止の経済的影響 
原子力発電所停止に伴う燃料増加分（試算） 

出典：エネルギー白書2014 

日本の電源構成 

貿易収支，経常収支及び燃料輸入額 



Ⅱ-３ 経済性 ドイツの現実    再生可能電力量 

当初、普及が小規模なうちは再エネの高コストによる賦課金もごく僅かだが、普及が爆発的 
に進むと、賦課金も累進的に急上昇。高価買い上げ義務は20年。 

出典：エネルギー白書2013 



Ⅱ-３ 経済性 ドイツの現実    家庭用電気料金 
ドイツの平均的家庭の電気料金単価 

出典：エネルギー白書2013 



Ⅱ-３ 経済性 ドイツの現実  再生可能賦課金 

一般家庭の再生可能エネルギー賦課金 

ドイツの太陽光発電買取価格 
ドイツの太陽光発電買取価格 

出典：エネルギー白書2013 



Ⅱ-４ 環境適合 電源別のCO2排出量 
電源別のライフサイクルＣＯ2排出量 

出典：エネルギー白書2013 



Ⅱ-４ 環境適合  ＩＰＣＣ第５次評価報告書 

出典：IPCC第１作業部会 政策決定者向け要約 

自然起源は全太陽照射照度変化のみ → 太陽の影響は光だけではない 



Ⅱ-４ 環境適合 光だけではない太陽の影響 

出典：原子力, 藤家洋一，2005 

太陽磁場 → 超新星爆発による宇宙線（陽子が主）を減らす 
       → 低層雲を減らす → 太陽光反射 → 地表気温の低下 
地熱は地下のマグマを流動 → 地球磁場発生 → 宇宙線を減らす 



Ⅱ-４ 環境適合 地球環境は大幅に変わった 

出典：丸山・磯崎，生命と地球の歴史，1998 

44～43億年前 46億年前 40億年前 

原始海洋はまだ誕生していない 
巨大隕石の揮発成分が蒸発→ 
原始大気 

原始海洋が誕生 
真核生物の出現 

微惑星衝突→エネルギー蓄積 
原始大気H2O, CO2（温室効果） 
マグマオーシャン形成 
鉄がマグマオーシャンの底 
に沈み成層化 



Ⅱ-４ 環境適合 地球環境は大幅に変わった 

出典：丸山・磯崎，生命と地球の歴史，1998 

19億年前 27億年前 5.4億年前 

硬骨格生物の出現 
酸素急増 

最初の超大陸 酸素発生型光合成の開始 
固体中心核／強い磁場の誕生 
マントル対流2層→1層 

4.5億年前 オゾン層の誕生 
        生物の上陸 

10億年前 多細胞生物の出現 
7.5億年前 塩分濃度急上昇 
        海水逆流の開始 

酸素増加開始／赤鉄鉱沈殿 
21億年前 酸素増加 
／真核生物の出現 



Ⅱ-４ 環境適合 生物は地球大気を変えた 

出典：地球温暖化は本当か，矢沢潔 

生物は地球大気環境を（CO2から酸素へ）大幅に変えてきた 
酸素が増加 → 鉄やウラン鉱床を生んだ     活性酸素が発癌・老化の源 

好気性／光化学生物の出現 



Ⅱ-４ 環境適合 公平でない削減率／良い影響 

出典：偽善エネルギー，武田邦彦 

厚生労働省データ： 気温が高いほど死亡 
率は低い（湿度等他の要因の影響は？） 

実質削減は日本だけ 
米加は批准せず 
欧州は「1990年基準」の

導入で削減はほとんど
なし 
 

独：東西統一後、効率
の悪い東独の発電所の
運転停止 
英：効率の悪い石炭→
石油火力へ転換 
露：ソ連崩壊 

植物はCO2で良く育つ 



Ⅱ-４ 環境適合 欧州が1990年基準に拘った理由 



Ⅲ. 今後のエネルギーと予測 
 

  Ⅲ-1   資源の枯渇（エネルギー，地下資源） 
  Ⅲ-2   今後の原子力 
     （高速炉，廃棄物核変換） 
  Ⅲ-3   ２１００年代の世界予測 

   



Ⅲ-1 エネルギー資源の枯渇  資源可採年数 

出典：原子力エネルギー図面集2013 

出典：エネルギー白書2014 



Ⅲ-1  地下資源の枯渇 資源可採年数 

出典：機械学会誌2012年9月号，加藤 

成長の限界（Meadowsら1972年の予測） 

日本の人口（社会保障・人口問題研究所資料 

資源の可採年数の予測 

可採年数＝可採埋蔵量／2009年生産高 
例．石油は減らない，石炭は減少 

枯渇はエネルギー資源だけではない 



Ⅲ-1  地下資源の枯渇    資源量がＧＤＰと相関 

レアアース生産量の推移  

出典：ベースメタル枯渇、西山 

資源は枯渇しないか？  資源はナショナリズム  中国はいかにして独占となったか 

可採年数（亜鉛）  

主要金属消費量とエネルギー消費量、ＧＤＰの成長 （日本、1983年＝1）  

ＧＤＰ 

エネルギー  

エネルギー／金属消費量がＧＤＰと相関  



Ⅲ-２ 今後の原子力 福島原発事故前の計画 

既存軽水炉 ⇒ 新設軽水炉       ⇒     高速炉（FBR）⇒ 核融合 

再処理 ⇒ 分離技術 ① ⇒ レアメタル回収    FBR  ⇒ 核変換② 

   ①② ⇒ 廃棄物短半減期化               

核融合実験炉 ＩＴＥＲ 2030年目標  水素製造：高温ガス炉 

ＩＴＥＲ（核融合実験炉） 

高速炉実用 

核融合炉実用 



Ⅲ-２ 今後の原子力  高速炉の必要性 

高速炉 

軽水炉 

高速炉の方が中性子を 

有効利用 

Ｕ－238 （天然存在比 99.7％）
が核分裂  

断面積 

熱中性子 高速中性子 

中性子利用効率が向上 

資源量が大幅増 

廃棄物核変換に利用可 

半減期を短くする 



Ⅲ-２ 今後の原子力  もんじゅNa漏えい事故 

出典：原子力エネルギー図面集2013 



Ⅲ-２ 今後の原子力  もんじゅ事故後の改造工事 

出典：原子力エネルギー図面集2013 



Ⅲ-２ 今後の原子力  廃棄物の短半減期化 
分離・核変換技術 → 高レベル廃棄物の短半減期 
分離 → 高レベル廃棄物からレアメタル等を回収 

分離・核変換利用 通常の廃棄物処分 

出典：原子力・エネルギー図面集2012 

出典：核燃料サイクル，藤家，石井 



Ⅲ-３ ２１００年代の世界予測  成長の限界 

ローマクラブ成長の限界 40年後の検証 

約30年間（1970～2000年）の実績はほぼ「成長の限界」の予測どおり 



Ⅲ-３ ２１００年代の世界予測  実績と予測 

化石燃料 利用は一瞬 
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出典：原子力と化石燃料、キングハバート、1956 

出典：Paul Chefurka “World Energy to 2050”／小美野晃HP 

(1) 世界人口は国連予測 

(2) エネルギー（石油、天然ガス、石炭、水力、原子
力、再生可能エネルギー）供給量は実績値から
予測。例．原子力はWNA予測どおり建設。寿命
40→50年。予定前廃炉なし。楽観的評価 

世界のエネルギー源ごとの総供給量の実績と予測 

世界の原子力エネルギー総供給量の実績と予測 
世界のエネルギー総供給量の実績と予測 



Ⅲ-３ ２１００年代の世界予測  エネルギー消費量 

出典：Paul Chefurka “World Energy to 2050”／小美野晃HP 

人口増加は化石燃料に依存した一過性のもの 
2030年代は化石燃料の貢献が残り、真の問題
が顕在化していない 

世界人口とエネルギー消費量の関係 

一人あたりエネルギー消費量（世界平均）は
2020年をピークに年平均１％で下降 
 2009年 1.8  toe/人・年 【次頁】 
 2050年 0.9  toe/人・年 

世界の一人あたりエネルギー消費量の実績と予測 

石炭 2000→2009年 可採年数 227→122年 

化石燃料 2050年 全体の61％ → 2110年 0％ 
世界人口 2050年以降横ばい（仮定） 
 2100年 約0.35  toe/人・年  （0.9×0.39） 
 ※2009年 インド（0.6  toe/人・年）の6割  【次頁】 

↑今日の繁栄は化石燃料によってもたらされた証拠 



人の経済的豊かさ（縦軸）は横軸と比例 
2009年1.8  toe/人・年 
 日本3.7／米国7.0／独3.9／中国1.7 

出典：原子力・エネルギー図面集2012 

Ⅲ-３ ２１００年代の世界予測  ＧＤＰ予想 

★ 

2100年世界平均 



Ⅲ-３ ２１００年代の世界予測  エネルギー収支比  

EPR＝出力ｴﾈﾙｷﾞｰ／入力ｴﾈﾙｷﾞｰ  （Energy Profit Ratio） 

条件で優位性が変わる 
例．耐用年数，設備利用率，
ウラン濃縮方法（原子力） 

「一人あたりGDP」は「一人あたりの一次エネルギー消費量」とほぼ比例関係にあ
り、1toe/人・年あたり約6,000ドル／人。 
これに基づくと、2050年が5,400ドル／人、2100年が2,100ドル／人と予想される。
将来は、EPRの低いエネルギーを使う余裕はない。 

出典：ATOMICA,2007.7,天野治氏提供 



日本のエネルギーの変遷と今後の予測 

ご清聴ありがとうございました 

終 

対話イン北九州高専2014 


