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ＳＮＷの活動方針

１．世代を越えた対話
若者との世代を超えた対話により、自ら育む手助けをする。

２．情報提供と理解促進活動
市民、先生、マスコミ関係者へのエネルギーと環境問題、原子力、

放射線などの理解を促進する為、公開シンポジウムなどを開催。

３．講師の派遣など
国が推進する事業などを支援し、講師派遣を行なう。

４．協力団体との水平的なネットワーク連繋
協力団体と連携し問題解決に向け統一的アプローチを行う。

メディアウオッチャーを自認し不適切報道に対し抗議・勧告を行う。

我々のミッション
日本が理性と見識で導かれる一流国であることを願い

将来その役割を担う若者との対話を最重視！
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本日の内容

１．統計から見える日本と世界の将来

２．日本と世界のエネルギー事情、

日本のエネルギー選択の論点

３．地球温暖化問題をドリルする

４．本日の纏め
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１．統計から見える日本と

世界の将来

日本・世界の人口動態統計から将来を考える！

状況を定量的に理解し、想像力/感性で将来を描く！

人口/エネルギー/地球温暖化問題が見えてくる !

4



5



6

人口ピラミッド予測



日本のピンチ！2025年問題
（国立社会保障人口問題研究所 「日本の将来推計人口・H29年」より）

❐戦後のベイビーブームで出生した団塊の

世代が75歳を超えて後期高齢者に

❐国民の3人に一人が65歳以上

❐国民の5人に一人が75歳以上

❐認知症患者が7百万人を超える

今後7年で人類が経験したことのない

『超・超高齢社会』を迎える
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人口減少と高齢化進展の問題
（H28年版 総務省・高齢社会白書、厚生労働白書、中小企業白書より）

❐近年の人口減（出生95万人-死亡130万人）

❐2040年、高齢者所帯数が全所帯の44％に

❐2040年、高齢者所帯の4割が独り住まい

❐現在、中小企業380万社の内160万社は後継

者難。2020年、200万社の社長が70歳超に

❐現在、公立学校(小中高）約35000が年500減

❐市区町村数1800が、2040年に約900消滅か？
（日本創生会議の提言 増田寛也 2014年11月5日付より）

❐社会保障制度の維持？介護医療人材難！8



人口減少と人口オーナス（ONUS)
国のマクロ経済・社会制度への影響
出典：「みずほインサイト」 みずほ総合研究所 2017年5月31日付

❐労働力人口：15歳以上の実際の就労者

6,648万人（2017年）➨4,000万人弱（2065年推計）

❐就労率2016年：65～69歳42.8％、70歳以上13.7％

❐オーナスとは「重荷・負担」の意。国の経済では、

稼ぐ人（プロフィットセンター）が減り、お金が掛かる

人（コストセンター）が増える。

社会保障費が重い負担となり、消費や貯蓄、

投資が減少し経済停滞のリスク大。国力衰退。

エネルギーも含めた低コスト社会の構築要9
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少子化対策の成功要因



フランスの少子化対策
出典：「少子化を克服したフランス」縄田康光 第三特別調査室

（参議院）立法と調査2009年10月号

❐1916年 4,020万人➨(2016年 6,690万人)

❐2008年出生率：日本 1.37 VS 仏国 2.02

❐2008年婚外出生率：日本2.1% VS 仏国50.5%

❐仏国の高出生率を支える家族手当制度

- 1860年海軍省通達（水兵扶養の10歳未満の子供に支給）

- 1932年「家族手当法」が公的制度の柱として導入

- 1939年「家族法典」制定：家族手当は扶養児童を有する

全ての就業者に支給（婚外子も含む）

- ‘76年 一人親手制度、’78年 国籍を問わず居住要件で支給

子供は国家の財産との思想で約150年間制度設計に注力

産みたい人が産みたい時に安心して産める開かれた環境整備

現在約30種の家族手当てあり 11



世界の人口動態推計
（国連：「世界の人口予測2017年版」 2017年6月21日付）

❐2016年、世界人口は約76億人

❐2016年の世界人口増加は8300万人/年
（出生：1憶4千万人、死亡：5700万人 「WHOファクトシート」2018年5月24日付）

❐2020年に86億人、2050年に98億人と予測

❐2024年にインドが中国を抜き人口世界一
（2015年平均年齢 インド:27歳 ブラジル：30歳 中国：36歳 日本：46歳）

❐人口増は途上国・最貧国に集中

❐貧困・教育・ジェンダー・格差問題が直撃

❐14億人以上が電気の恩恵を知らない

食料・医療・エネルギーの争奪戦激化



２．日本と世界のエネルギー事情
並びに日本の選択肢と論点

Part1 エネルギー入門

Part2 日本のエネルギー事情
Part3 世界のエネルギー事情

エネルギー問題を考えることは世界を考える事

世界動向を俯瞰しつつ日本の将来を考える事
現実： ある問への正解率は約１５％・・・・・
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Part1 エネルギー入門

❒ エネルギーとは？

❏ エネルギーの ３E + S とは？

❏ 世界、日本のエネルギー消費

❐ エネルギー自給率とは？

❏ 最近の発電量推移

❒ エネルギー資源の特質
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エネルギー
安定供給

Energy Security

環境保全

Environment 
Protection

持続的経済発展
E conomic Sustainable  

Growth
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世界共通エネルギービジョン
３E + S

安全
Safety
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2017年日本のエネルギー自給率は
約７％！
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出所：資料3 エネルギー・ベストミックスと 総合的視点の必要性 財団法人 日本エネルギー経済研究所 豊田正和 2011年 11月16日
第4回基本問題委員会 総合資源エネルギー調査会、他

設備
利用
率(%)

100万kWの設
備での年間発
電量 (億kWh)

原子力100万kWを代替するためには

出力安定化に必要
なバックアップ電源

その他の制約

太陽光 12 10.5 火力100万kW程度 (1) 所要面積：約58km2

（山手線内）、日照権

風力（陸上） 20 17.5 火力100万kW程度 (1) 所要面積：約214km2

（山手線内の3.5倍）

風力（洋上） 30 26.3 火力100万kW程度 (1) 漁業権調整

中小水力
（1,000kW 以下）

80 70.1 不要
発電単価12円/kWhまでの水力発電
導入ポテンシャルは132万kW、20円

/kWhまででは615万kW

地熱 70 61.3 不要 国立公園立地

バイオマス発電
（石炭混焼として）

70-80 61.3-70.1 不要
ポテンシャルは原油換算1,400万kL。
全て発電に利用されたとしても300億

kWh（現在の総電力需要の3％）

原子力 80 70.1 不要 放射能リスク

原子力と各種エネルギー電源の比較

(）
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Part2 日本のエネルギー事情

❏ 東電福島原発事故とエネルギー危機

❏ 原子力の社会的受容性と日本の特殊性

❏ 2030年エネルギー基本計画と問題点

（電源ベストミックス、温室効果ガス排出）

❏ エネルギー選択の論点

22



❏地震災害

❏津波災害

❏放射線被害

❏情報災害、風評被害

◈ 政府/メデイア：思考停止症候群

◈ 地域社会の崩壊

◈ 反原発、エネルギー危機

２０１１．3.11 日本を襲った災害、原発事故

～パニックの実態と事実の検証～
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・・・・あれから丸7年

◇ 環境修復： 計画除染は完了（福島県内36市町村

全域で実質年間被曝1ミリSv未満達成。除染廃棄物処理等課題あり）

◇ 食品汚染： 新基準を運用、風評被害あり

◇ 地域社会： 復興・再生は途上 （H29年4月、帰還

困難区域以外で避難指示解除。避難者の約6割が「帰還しない」と）

◇ エネルギー政策： 依然として漂流中

-原発：安全強化で炉心溶融リスクは極小化

-電力供給： 82%火力発電、再エネ16％

-原子力発電：再稼働始まるも進展遅々 2%

（2016年度 総発電量 10,506憶KWｈ エネ庁・総合エネルギー統計）24



リスク認知の心理的支配要因
東京大学 古田一雄

◆恐怖要因 ◆未知性要因
- 制御不能性 - 不可視性
- 結果の未回復性 - 新規性
- 致命性 - 遅延的影響
- 未来世代への影響 - 科学的未解明

危険察知能力に訴えるリスクは受忍限界低い

市民の反応：福島事故の報道イメージから
原子力リスクは極めて大きいと感じる

（＊）広く許容される ⇒ 受忍される ⇒ 許容不可能な
リスク：ＡＣＣＥＰＴＡＢＬＥ リスク：ＴＯＬＥＲＡＢＬＥ リスク：ＵＮＡＣＣＥＰＴＡＢＬＥ
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❏事故の恐怖体現⇒再発抑止は疑問？

❏反原発感情増幅⇒構造的不信の定着！

❏国民のリスク感覚⇒ゼロリスク志向！

❏エネルギー危機 ⇒ 常態化！

❏エネルギー安全保障 ⇒ 脆弱化！

日本は国家的課題に対する有効な

意思決定システムを構築できるか？

原発事故がもたらしたもの
～エネルギー/環境問題の視点～
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原子力信頼喪失の構造
～社会的受容性改善への長い道のり～

◈ 社会的受容性＝Σ（信頼基盤+安心基盤）
◈ 信頼基盤： 組織体制への信頼感+安全確保
👉 炉心溶融事故起こした！ （不信の始まり）
👉 事故後の組織体制への不信（体質、組織文化）
👉 政治のリーダーシップ不在（票にならない政策）

◈ 安心基盤： リスク低減への不断の努力
👉 正しいリスク認識定着せず
👉 安全/不安全： 判断基準なし（安全目標）

社会的受容性改善無くして
原子力政策の正常化無し
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電力事情と忍び寄るエネルギー危機
～歪な電力供給構造と国民生活、経済への影響～

◆ 審査パスしても国民の6割が再稼働NO!

◆ 依然として約９割を火力発電に依存

（石油資源を地政学的リスク大の中東に多くを依存）

◆ 老朽火力が悲鳴、停電の危機何回も

◆ 石油、天然ガスの輸入急増（燃料費増額：H24年３．４兆円、

H26年は３．６兆円。原発分を補うため。 エネ庁HPより）

◆ 再三の電力料金値上げ （２０１０年比の２０１４年度料金上昇：

家庭向け２５％アップ産業向け３９％アップ エネ庁HPより）

◆ 再エネ賦課金は年々上昇（2016年度約1兆８千億円、2030年度

には再エネ２４％で賦課金は3.7兆円～４兆円で収まるだろう。

「再エネのコストを考える」 エネ庁HP、２０１７年９月１４日付より）
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リスクだらけのエネルギー資源輸送
（「今日の石油産業2015」石油連盟より）
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ホルムズ海峡 エネルギー生命線

日本向け：原油9割、液化プロパンガス8割、液化天然
ガス２割が海峡経由（エネ庁HP 日本のエネルギー２０１６）



原子力は何故日本で問題か？
～日本社会の受け止め方～

◆ 原子力の「光と影」： 希薄な国民認識
◆ 日本人固有のセンチメント： 反核感情
◆ マスメデイア：稚拙・情緒的な報道姿勢
◆ 原子力への信頼喪失：構造的定着
◆ 日本人の躾（リテラシー）と教養：
① 報道/文字情報に対する無防備
② 便益とリスクに対する無頓着性

☑ 日本人固有のセンチメント改質は難行！
☑ その国の民度以上の政治やメデイアは

生まれない！

31



エネルギー問題：日本の病理
～日本社会の根底にあるもの～

◆ 「母性原理」意識の強い特殊な社会

⇒ 感情的、感覚的議論が世論形成を支配

⇒ 分析的、論理的、俯瞰的議論が不得意
（河合隼雄：「母性社会～日本の病理」）

◆ 価値共有に依らないコンセンサス社会

⇒ 手続き論、形式論としてのコンセンサス

⇒ 議論を尽くさない表面的同意、哲学不在

⇒ 空気を読む体質、集団的浅慮体質
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電源ベストミックス案は実現するか？
2030年 原子力：20～22％ 再エネ；～24％

（2018年4月28日 経産省「エネルギー基本計画2018骨子案」）

◆ 原発は「重要なベース電源」
⇒電力の安定供給、地球温暖化対策
燃料費の抑制を満たす電源

◆ エネルギー供給の多様性を推進
⇒太陽光、風力、地熱発電を推進

☑ 政治が腹を括らない単なる数合わせ計画

では日本の将来は見えない！
☑ 原発新設への道筋、高速炉技術開発推進、

再エネコストの国民負担軽減策を示せ！
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問題あり！エネ情勢懇・２０５０年エネルギー提言
（２０１８年４月１０日付け 「エネルギー転換へのイニシアティブ」エネルギー情勢懇談会）

❒ エネ情勢懇・２０５０年提言骨子：
⑴再エネは経済的に自立し脱炭素化した主力電源を目指す

⑵可能な限り原子力発電への依存度を減らすとの方針は堅持

❒ 提言策定に携わった委員のコメント
坂根正弘氏（総合資源エネルギー基本政策分科会長）

『２０５０年二酸化炭素80%削減を考えたときに、どう実現できる

かが想像できない。原子力への依存度を下げると書かれたが

原子力なしで80%削減達成の根拠はない。原子力から逃げな

いで欲しい』

☑ エネルギー戦略は感覚主体の美人コンテストに非ず！

☑ 国の将来を導くための周到で緻密な戦略論議を重ねよ！
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日本のエネルギー選択の論点
～長期的に安価な持続的安定電源確保～

◆ エネルギー安全保障： 50年先の戦略構築
◆ 日本の特殊性：エネルギーネットワークのない

資源小国、超高齢化社会、省エネ社会構築
◆ エネルギー自給率： 現状の７％を大幅改善
◆ 地球環境対策：パリ協定は米国抜きでも推進
◆ 再生エネルギー： 実力見極め、ＦＩＴの在り方
◆ 火力： 化石燃料依存構造リスクの低減
◆ 原子力： 社会的受容性改善、新設推進基盤

の構築、再処理運用、高レベル廃棄物対策
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Part3 世界のエネルギー事情

❐ 世界における電力事情

❐ 国際エネルギー機関（IEA)の将来展望

❐ 世界は原発を止めるのか？
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国際エネルギー機関（IEA)の２０４０年展望
「WEO２０１６」 ２０１６年１１月１６日発表

WEO: World Enegy Outlook

38

1GW=1,000MW
=1,000,000KW = 百万KW



国際エネルギー機関（IEA)２０４０年展望
WEO２０１６のポイント

❐電力供給技術：多様化・脱炭素化が加速
◎ ２０４０年までに世界電力の約半分が低炭素技術

◎ ２０１４年：２０兆５千億KWｈ ➨２０４０年：３４兆２５００憶KWｈ

石炭 41% ➨ ２８% OECD諸国での減少顕著

再エネ ２２% ➨ 36% 2030年頃に首位電源に

（16%） （16%） （内、水力）

原子力 11%    ➨ 12%   安定的に推移

❐原子力発電標準シナリオ
◎ 2014年4億KW（約420基） ➨ 2040年6憶KW（約630基）

◎ 約１．５憶KWが閉鎖、約３．５憶KWが新規建設
39



世界のエネルギー動向
～エネルギーを考えることは世界を考える事～

□世界人口・76億人（2017/１１ 国連発表）

□14億人が電気の恩恵を知らない（同上）

□化石燃料の争奪戦が始まっている

□世界の石油産出量はピークを過ぎたか？

□世界主要国は福島事故後も原子力に期待

□203５年頃、原発保有国は５５カ国以上に
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中国 ～2020 56基

インド ～2020 18基

トルコ ～2023 12基

南アフリカ ～2029 6基

ベトナム ～2030 14基

ブラジル ～2030 4基

サウジアラビア ～2032 16基
東電福島原発事故後での原発設置計画

2020～2032 新興国合計（136基）

新興国の原発新設計画
(２０１３年5月20日付 日経）



世界の原子力発電所 着工実績
（出典：IEA Paris Annual Report 2017）
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2011年東電福島原発事
故以後も世界では新規
原発建設に着手



地球環境問題をドリルする
何が問題か、解決の鍵は何か？

❐ 気候温暖化問題とはどんなこと？

❐ 大気の炭酸ガス濃度と気候温暖化

❐ パリ協定とは何か？
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地球温暖化問題とは？
「気候変動に関する政府間パネル（IPCC)」第5次評価報告書
第一作業部会（自然科学的根拠） 環境省２０１４年１２月より

IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change

❐ 地球温暖化問題の根拠となる知見
1940年－1980年の地表面の平均気温に対する1998年から2008年の

変化は有意。地球の平均気温は1906年から100年で0.74℃上昇。

人為的要因であることは疑う余地がないとの多くの科学者の評価。

20世紀後半の地球表面の気温上昇に対する懸念を共有！

❐ IPCC：1988年に設立された国連組織

気候変動に関して科学的及び社会経済的な見地から包括的な評価

を行い定期的に公表。

1990年 第一次 ：人為起源の温室効果ガスは気候変動をもたらす

1995年 第二次 ：影響が全地球の気候に表れている

2001年 第三次 ：気温上昇は温室効果ガスによる可能性高い（66%）

2007年 第四次 ：可能性が非常に高い（90%）

2014年 第五次 ：可能性が極めて高い（95%）
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温室効果の作用原理
（「ここが知りたい地球温暖化」地球環境研究センターHPより）

4
5

温室効果なし 温室効果あり



ＣＯ₂が増えると温室効果が増える
（「ここが知りたい地球温暖化」地球環境研究センターHPより）
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CO₂が少ないケース CO₂が多いケース
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大気中CO₂濃度、年間2PPMのペースで上昇
（国立環境研究所、JAXA（＊）の観測速報 2016・10・27）

❐2009年より専用観測衛星「いぶき1号」運用

いぶき1号： CO₂、メタンを５６、０００点で観測

いぶき2号（＊＊）： COを追加、観測点は倍増

❐観測データによる最新知見要約
✔2016年2月、CO₂年間平均濃度は400PPM超

✔2009年当時は385PPM。7年間、年平均２PPM上昇

✔上昇を2℃未満とするには2100年時点で450PPM以下に

✔450PPM以下とするには年間CO₂濃度上昇を0.6PPMに

（＊）宇宙航空研究開発機構 （＊＊）2018年度中に打ち上げ予定
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地球温暖化ガス削減
政府目標26％ (Ｈ27年4月30日発表）

◆ 排出量確報値(ＣＯ₂換算、2018年４月発表 環境省HPより）

1990年度 12.70億トン

2005年度 13.97億トン

2010年度 13.40億トン

2013年度 14.80億トン

2016年度 13.70億トン（世界総排出量：325億トン）

◆ 2030年度政府目標
2013年度比 ２６％削減(10.95億トン）

（＝1990年度比 18.0％削減）

◆ 基準年（各国の都合で決まる）
欧州：1990年 ⇒ 前年に東西冷戦終結

米国：2005年 ⇒ シェール革命が起こる前

日本：2013年 ⇒ 原発運転ゼロ 49



温暖化ガス削減：国際条約「パリ協定」
2℃未満目標・ゼロエミッション社会への野心的挑戦

❐気候変動枠組み条約の主要経緯
1992 国連環境開発会議＠リオ 条約成立、締約国会議開催

1995 第1回締約国会議（COP１）＠ベルリン

1997 第3回締約国会議（COP3)＠京都 京都議定書締結

2015 第21回締約国会議（COP21）＠パリ 「パリ協定」採択

❐パリ協定合意：目標達成に向け全ての国が努力
◎ 気候変動枠組条約の全加盟国196ヶ国参加、2016-11-4発行

◎ 長期努力目標：世紀後半「脱炭素化+ゼロエミッション」ビジョン

- 産業革命前からの平均気温上昇を「2℃未満」を目指す

- 各国は対策を国連に提出し5年毎の目標見なし実施義務

- 削減対策の進捗を2年毎に報告し、ピアレビューを受ける
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パリ協定の本質：モラルか経済か？
地球温暖化は簡単には止まらない！

☑2050年CO2排出量80%削減の為の投資は

膨大（IEA分析：再エネ投資で約8000兆円）

☑世界のCO₂排出量の70%は中・印・米が主犯。

☑米国はパリ協定脱退の公算。中・印は夫々

13億人以上が食べていけるよう自国経済最

優先。安価な化石燃料依存構造は不変。

☑日本：2030年26%削減達成は原発稼働が鍵。

CO2削減は費用対効果の経済問題！
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人口・エネルギー・地球温暖化問題
本日の纏めと提言～その1

❐本日のテーマは日本が抱える平成の国難。

❐問題先送りで揺れる国家基盤。

❶ 国の将来基盤：人口減少、高齢化

❷ 国の安全基盤：安全保障環境の緊迫

❸ 国の安定基盤：エネルギー政策の漂流

❹ 国の信任基盤：財政規律、国の借金

基盤構築は長期の取り組みを要す課題！

今が、問題先送り先進国・日本の正念場 ！
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人口・エネルギー・地球温暖化問題
本日の纏めと提言～その2

❐人口・エネルギー・地球温暖化問題
- 各問題には因果関係があり、相互に影響
- 予見された課題なるも常に先送りの運命
- 次世代につけを廻さぬ為の骨太政策要

❐問題解決に向けた政治と国民の責任
- 政府は腹を括り強いリーダーシップを発揮せよ
- 夫々の問題は多岐に亘る 司令塔を明確にせよ
- 国民一人一人が自分の問題と受け止めよ

理性的に現実を見つめ、想像力を駆使し
50年先の将来に備えて行動しよう！
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本日のテーマに関心を持っていただき

誠に有難う御座いました。
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