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第６３回 高畠政治学を読む会   

石井 彰著 木材・石炭・シェ－ルガス 文明史が語るエネルギ－の未来（ＰＨＰ新書） 

２０１６年５月２８日   広瀬知衛 

第１章 エネルギ－反革命の時代 

 太陽光や風力、あるいは波力・潮力、藻類などのバイオ燃料といった、いわゆる再生可能エネル

ギ―が、旧勢力の原子力と化石燃料に代わる、環境に優しい未来のエネルギ－源として紹介される。 

 だが、エネルギ－の歴史を振り返ってみれば、再生可能エネルギ―は、新しい時代に入る「革命」

や技術「革新」などではなく、中世以前への回帰、一種の復古運動だ。少なくとも進歩史観に沿っ

たバラ色の将来は見えない。 

 １８世紀以前は薪、炭、畜糞、水車、風車、牛馬、帆船、人力の再生可能エネルギ―が全てだっ

た。イギリスの大量の石炭利用によって産業革命が起き、２０世紀半ばにはエネルギ－革命と呼ば

れた、使い勝手が良い石油への主軸エネルギ－の移行があった。２０世紀後半には原子力が本格化

したが、まだ主軸エネルギ－には届いていない。現在の太陽光、風力等の再生可能エネルギ―は薪

炭や風車とは比較にならないほど効率的なので期待を集めている。ところが、化石燃料や原子力と

の相対比較においては、伝統的な再生可能エネルギ－よりも画期的に効率が良くなったわけでもな

いし、安定供給が可能になったわけでもない。それでも、３・１１によって、原子力に多くは期待

できないだけに、原子力以外でＣＯ２を排出しない再生エネルギ－に期待せざるを得ない。今後、

再生可能エネルギ―源の導入量が３．１１以前の数十倍、百倍になるだろう。 

 といって、現状の化石燃料や原子力の３割から半分を再生可能エネルギ－に代替えした場合には、

桁違いに環境問題を深刻にする。著しく低効率で、使い勝手が悪いために、現代文明、現代社会の

存続を危うくさせる。それは、化石燃料が数百年というタイムスパンで枯渇する事や、CO2 排出と

いう業を持っている事、原子力が放射能のリスクを持っている事と全く同じことである。エネルギ

－の大量利用と環境破壊の二律背反は人類が何度も直面してきた、「伝統的」で深刻な構造的問題、

根本矛盾である。これによって、崩壊した古代文明は枚挙に遑がない。エネルギ－と環境の問題に

簡単な解決策は存在しないし、原理的に存在し得ないのだ。 

 産業革命は、大量に供給されだした石炭を利用して、金属製の農機具・土木機具、建築材の大量

供給が可能となり、鉄道の整備がなされ、結果として食糧の大増産と安定供給を達成した。そのた

め飢饉を克服し、民衆の栄養状態が大きく改善した。公衆衛生にインフラ、安価・大量・多種多様

な洋服や繊維製品の普及、暖房システム完備やガラス窓の普及により、民衆の死亡率、特に乳児死

亡率が激減した。これによりわずか２世紀の間に世界の人口は１０倍、平均寿命が２倍になった。

この産業革命が起こったのは石炭が豊富にあったからではなく、それまでの薪炭などに比べ、エネ

ルギー源の効率が良く、本源的コストが圧倒的に安かったからだ。 

 第二の革命は１９５０年代に拡大した石炭から石油への燃料大転換である。石油は石炭に比べる

と、豊富・低廉・便利・清潔とされ、圧倒的競争力があり、石炭を駆逐した。石油は石炭より本源

的コストもはるかに低い。重量当たり、体積当たりでもエネルギ―量が石炭の倍以上あり、供給量

も急増し、容易に手に入った。このため日本各地の石炭鉱山のほとんど全てが廃業に追い込まれた。 

こうしたなか、１９７３年からの僅か７年間で原油価格が１０倍以上になった。それにより、先
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進諸国は交易条件が悪化して大不況に陥り、それまでの石油依存を改めるため、石油以外の代替可

能なエネルギ－を探った。その結果、一次エネルギ－供給における石油のシェアは７０年代の７

０％から、石油化学原料用を除くと３・１１直前には４０％未満にまで低下していた。 

１９７０年代、原子力に第３のエネルギ－革命の期待が高まった。新聞も夢のエネルギ－として

いた。現に、３・１１前には最大で全電力の３１％、一次エネルギ－供給の１２％を占めていた。 

しかし、原子力は第３のエネルギ－革命は起こせなかったし、これからはさらに困難になろう。同

じ７０年代、石油危機によって、第３のエネルギ－革命を期待されたのが太陽光、風力、地熱など

の再生可能エネルギ－だった。これと省エネを図る事によって化石燃料や原子力はほとんどいらな

い、という主張だった。実際、日本でもこの研究が行われたが、４０年たった今、商業性が確立さ

れた技術はほとんどない。 

 第二章 再生可能エネルギ－の世界史 

 現在、相反する３つエネルギ－の「反革命」が進行中だ。再生可能エネルギ－導入促進運動とシ

ェ－ルガス・シェ―ルオイルの増産、３つ目は石油から石炭への反革命だ。 

まず、再生可能エネルギ－の世界史を述べてみる。最古の文明の地メソポタミアでは当初建造物

に日干し煉瓦を使用していたが、５０００年前頃からより堅固な素焼き煉瓦が使用され始め、３０

００年前頃にはピークに達し、多くのモニュメントや大型建築に莫大な量が使用された。その結果、

素焼き煉瓦製造の燃料として、周囲の森林は大規模伐採されて、枯渇し、地表は裸になり、雨期に

雨水が保水されずに一気に川に流れ込み、大洪水が多発するようになった。 

 シュメ－ル古代文明は燃料消費や建築土木のための、周辺や上流域の森林伐採による土壌流失と

その間接的影響による塩害によって、農業の人口支持力は激減し、やがて文明は崩壊した。現在は

ほぼ完全な砂漠・土漠になっている。インダス文明も同様に森林は破壊と土壌消滅で人口が激減し、

文明が崩壊した。米国アリゾナのアナサジ・インディアン、モアイ像で有名なイ－スタ－島の文明

崩壊も森林を燃料用に伐採しすぎたのが主因だ。（文明の崩壊－ジャレット・ダイアモンド、人間

の生産活動が生む環境破壊、エネルギ－問題を巡っての戦争） 

 殷、周王朝などの中国文明の発祥の地である中原も文明勃興期には豊富にあった森林資源が紀元

前にほとんど枯渇し、現在は半砂漠化している。（黄砂）暖房・調理・土器製造・金属機器に冶金

用・レンガ製造・窯業などの熱源は薪炭だった。薪炭の過度の利用－森林破壊－農地拡大－人口拡

大－薪炭の更なる需要拡大から環境破壊、人口崩壊に至った。薪炭は容易に手に入り、長期的には

再生可能なのだが、容易に資源枯渇しやすかったのだ。 

 欧州では、製鉄・金属産業や窯業、レンガ製造、製塩、暖房、炊事の燃料として、１８世紀まで

に森林を大規模破壊してしまった。英国は森林が消滅し、深刻なエネルギ－危機に直面し、木炭の

価格高騰で製鉄業や窯業が存亡の危機に瀕するようなり、金属を多消費する軍需産業まで衰退し、

武器をスウｴ―デンから大量輸入せざるを得なかった。この頃、英国の輸入品の半分が木材となっ

ている。そのため石炭の本格使用を始めた。石炭を蒸し焼きにして不純物を取り除いて、コ－クス

を使用する事によって製鉄の効率が格段によくなった。それが産業革命に結びついていく。 

 元来、西欧・中欧は大森林地帯であり、「木の文明」であった。西欧の住居や建築物の大半は石・

レンガ・コンクリ－トで出来ている印象が強いが、これは森林資源を蕩尽し、木材が払底した結果
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である。人間の住居として断熱性、防湿性、内部の明るさなど、快適性の高いのは木造住宅であっ

て、煉瓦や石作りの住居ではない。だが、欧州では石、煉瓦、コンクリ－トになってしまった。（三

匹の子豚、藁、木の枝、れんが―1812 年初版） 

 ベルギ－、フランス、ポ－ランドで森林面積が激減し、薪炭価格は急上昇した。ドイツ語圏の人

口は西欧に比べると比較的少なく、経済的後進地域であって、相対的には森林資源は比較的豊富で

あった。このため、早くから森林枯渇の危機感によって、森林伐採の規制が時の権力によって強化

されていき、フランスや英国のような森林壊滅に至らなかった。いわば経済成長より経済の持続性

を重んじた。ただ、それにより産業革命の恩恵に浴するのが遅れ、１９世紀末近くまで経済後進地

域の地位が続いた。 

 一方、中東では５０００年前、牛を灌漑用の水汲み、耕作、粉ひき、物資の輸送にと、動力源と

して利用することが始まった。４０００年前には馬も動力源として使用するようになった。だが牛

馬を増やすためには農業廃棄物だけでは足りず、森林を伐採して、草地を確保しなければならない。

結果、飼料用農地は莫大な面積を占めるようになり、森林破壊が進んだだけでなく、人間の食料用

の農地とも競合した。 

 この薪炭、牛馬利用から石炭への移行は産業革命という経済的幸運を生んだだけでなく、欧州の

森林回復への大きな福音となった。建造物の構造材としての材木の利用は、化石燃料が大量使用さ

れ出した後は、より強度があり、加工しやすい鉄骨などの金属材料、煉瓦・コンクリ－ト、２０世

紀に入ってからはプラスチックに代替えされて需要が減少し、森林復活に大きく寄与した。ただ、

欧州中心部の面積当たり森林比率は２―３割とかなり回復してきているが、日本の６７％から見れ

ば見劣りし、自然林はほとんど存在せず、植林されている。 

 日本も歴史的な事情は同じであった。平城京から平安京への遷都については森林資源が枯渇した

要因が大きいという指摘もある。奈良盆地での巨大寺院・神社・官庁施設の建設には３００万立法

メ―トルの木材を消費したとの推計もある。これで、奈良盆地周辺の保水力は低下し、旱魃に対し

て脆弱となり、奈良盆地周辺では水不足による不作・飢饉が頻発した。江戸初期、人口が増加し、

元禄期までには３０００万に達した。刀剣用や建築用、各種の工具・農機具などの金属冶金のため、

あるいは土器・陶磁器製作、製塩、炊事、暖房用のエネルギ－需要が大きく増大し、そのほとんど

を薪炭で賄った。（火事）江戸半ばから明治中期ごろまでに日本全国の里山は刈り尽くされ、台風

や大雨が降れば土砂崩れと洪水が頻発し、多数の死者が発生し、田畑や建物も消失した。幕府でも

各藩でも必死に治水工事はしていた。（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ、犬公方綱吉―生類憐みの令＝理念環境保全） 

 土砂崩れで流れ出た大量の土砂は川を伝って海に出て、海流に流された。その土砂が再び海岸に

吹き上げられて各地の砂浜海岸に大量に堆積した。結果、大きな砂山や広大な砂地を形成して、海

岸付近の農地を圧迫した。この時代の国土の４分の１近くが、完全な裸地か荒れ地となっていたと

推定され、「里山」は壊滅状態であった。この時代の森林面積比率は４割程度と推定される。現在

は、化石燃料の大量利用によって薪炭利用が駆逐され、その結果、この半世紀余りで日本の自然植

生が大きく復活した。今日言われている「里山神話」の状態になったのはこの時代以降である。 

 自然植生の復活により、砂の供給が減少し、現在日本では砂浜海岸の海岸浸食が起きている。加

えて、再生可能エネルギ－源である水力発電が海岸浸食の原因になっている。水力発電は大型ダム



4 

 

とセットである。大型ダムは大量の土砂を滞留させ、砂の供給がなくなった砂浜海岸の浸食が進ん

だ。これ以外に水力発電は直接的森林破壊、河川生態系の破壊も起こす。このように再生可能エネ

ルギ－の大量使用は必然的に自然生態系を傷つける。 

 ところで、水力発電は水車そのものの発展型である。水車は次第に大型化、効率化され、産業革

命前までには、数十馬力のものまで現れた。用途も拡大され、金属の鍛造や皮なめし、旋盤、鉱石

の粉砕、１２－１３世紀には紡績に使われだした。また、製鉄業も森林資源が枯渇した平地から、

まだ燃料資源が比較的残っていた山地の川沿いに移動したが、そこでは水車が効率よく利用できる

というメリットもあった。水車の欠点は川などに立地が制限されるだけでなく、冬の川の凍結、夏

場の渇水、大水の際の破壊などで、定常的な稼働が困難であったことだ。 

 １９６０、７０年代頃まで日本に次々と大型ダムが建設された。その中で有名なのが黒四ダムだ。

このダムは国立公園の中核部を大規模破壊して作られたが、その出力は通常型原子力発電所 1 系列

の４分の１程度、通常火力発電所の１系列と比べても半分強しかない。建設当時の昭和３０年代は

自然環境保護の意識よりも、電力不足解消による経済成長を優先させたが、現在ならば環境派の反

対で建設不可能だろう。ただ、大型水力発電所は再生可能エネルギ－の中では最優等性だ。エネル

ギ－供給量当たりの自然生態系の破壊程度はメガ－ソ－ラ発電所や風力発電所等に比べれば小さ

く、しかも発電コストが最も低い。供給量も安定しており、機動性（需要変動に応じた出力の調整

能力）も高い。特に日本は年間平均降水量が１５００ミリを超え、地形が急峻という水力資源に恵

まれている。それだけに、日本は再生可能エネルギ－の依存率の高いスウェ－デンよりはるかに実

質的再生可能エネルギ－利用が進んでいる。それでも、それをほぼ目一杯使い尽くしても、電力需

要量の僅か８～９％を賄っているにすぎない。 

 風車は３０００年前からエジプトで灌漑用に使用されだしたが、種々の用途に本格的に使用され

だしたのは７世紀のイスラム圏であり、欧州では十字軍が中近東から風車を持ち帰った１２世紀か

らだ。風車は文字通り、風任せのため稼働率も圧倒的に低かった。風車は水車より維持費もかかっ

た。この水車と風車の歴史的優劣の事実は、今日での水力発電と風力発電の原理的な優劣関係と同

じだ。風力発電は単に風車に発電機を付けたものに過ぎず、原理的には何ら新しくない。 

１９３０年代、米国中西部は農家間の距離が離れていたので、送電線網を建設するのは効率が悪

すぎた。そこで、風車を利用した風力発電機を蓄電池とセットで、各農家に設置することにより風

力発電が大ブ－ムとなった。その中で最大のものは現在の風力発電機とほとんど変わらない。現代

の風力発電機と同様に、風が無いと発電できず、発電できても電圧はふらつき、蓄電池があっても

使い勝手が悪く、コストも非常に高かった。ニュ－ディ―ル政策で、この地域に送電網と石炭を主

とした大型火力発電所が整備されることとなった。コストの低さと安定性が風力発電機とは比べ物

にならなかったので、この米国中西部の風力発電ブ－ムは終わった。しかし、１９７０年代の石油

危機の後には、石油代替え策としてカリフォルニアで風力発電の大ブ－ムが訪れた。複数の風力発

電機を組み合わせて、発電量を少しでも安定化させて、既存の電力網に供給する形をとり、税制優

遇策までがありブ－ムとなった。しかし、石油価格が下がり、税制優遇策が次第に減少し、ブ－ム

は下火になり、風力タ－ビン・メ－カ－はほとんど破産している。以前と違って、現在は CO2 排

出による地球温暖化問題が政治・社会的問題化されている上、風力発電機の効率が新素材ギアの工
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夫、ＩＴによる制御技術が向上している。よって、軽佻浮薄なファッションの要素と本質的なニ－

ズ向上の要素が合体して再びブ－ムとなっている。 

 第三章 第一の反革命―再生可能エネルギ－は環境に悪い 

風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギ－は、通常の火力発電や破滅的事故が起きない前

提での原子力発電のコストに比べて、数倍から５倍のコストがかかり、かつ不安定な利用価値の低

い電源である。しかも、天気や昼夜に左右されて発電量や電圧が目まぐるしく変動するので、必要

な時にいつでも使える、というものではない。機動性のあるバックアップ電源が必要であり、単独

では使用できない。小規模導入の場合は、既存の電力網の変動吸収能力に依存して別途バックアッ

プ電源が必要としないが、今後大量導入されればそうはいかないのだ。 

このバックアップ電源のコストを含めると太陽光発電や風力発電はさらに数倍もコストが高く

なり、全く経済的競争力ない。リチウムイオン電池などが蓄電池として有望と言われている。しか

し、これの１キロワット時当たりのコストは現在の日本の発電コスト平均の１０倍以上だ。しかも、

発電せずに、蓄電しかしない。大量生産や技術開発で価格がかなり下がるだろうが、現状の平均発

電コストの数倍はするだろう。一方、電力会社用の大型最新型蓄電池であるＮＡＳ電池のコストは、

リチウム電池よりかなり低いが、それでも現状の平均発電コストの数倍はするし、そもそも大型だ

けに再生可能エネルギ―の「売り」である分散化には向かない。蓄電池で太陽光・風力発電の大量

導入というのはコストを無視した幻想なのだ。待機時間の多さ、低稼働率というバックアップ電源

の宿命からくるコスト上昇、この負担は財政がするか、電気代に上乗せするしかないのだ。 

 しかし、風力発電や太陽光発電は、そうしたコストや非効率性を補って余りあるほど環境負荷が

低いので、積極導入すべきというのが環境派の主張だ。しかし、問題はある。メガソ―ラ―が大発

電量を得ようとして農地・休耕田や原野、森林など植生のある土地で一か所に大規模に地表に敷き

詰めると、その下は太陽光が当たらなくなり、必然的に植物が生育できない。(芝を植える義務)も

ちろん動物相も打撃を受け、その地域の保水力も低下するので、台風などで大雨が降ればたちまち

洪水になる。（茨城、鬼怒川洪水で言われた、やっかみ説も）また、夏場の快晴時には大きな発電

量が得られるが、パネルの温度の上昇で、上昇気流が発生し、積乱雲や竜巻生成等、局地的気象を

変えてしまうリスクも指摘されている。勿論その場所で局地的なヒ－ト・アイランドを引き起こす。

土地は耕作放棄地や休耕田や田畑であっても通常、草木や作物が生えている。それによって、気温

激変を抑制する機能、汚染物質を浄化する機能、保水機能、ＣＯ2 吸収＝酸素供給の機能、良好な

景観の提供がある。これを壊してメガソ―ラ－発電所にするのは、大規模な環境破壊である点では

森林伐採と変わりがない。再生可能エネルギ－は、地表面積当たりの出力、地表面積当たりのエネ

ルギ－量が化石燃料や原子力と比べると、桁違いに低い。（出力密度が一番高い天然ガスコンバイ

ン・サイクル発電所の 2000～3000 分の 1）この原理が、必然的に大規模利用に伴う環境的な問題

を引き起こすのだ。ただ、それは、あくまで、植生のある場所で「大規模」に集中的に太陽光発電

を行う場合である。幸い、現時点で既に建設されたメガソ―ラ－発電所は既存の埋め立て地のもの

を除くと「メガ」とはいっても、今の所｢ミディ｣で大規模生態系破壊の深刻な問題は生じていない。 

 一方で、風力発電は太陽光を遮らず、保水力減少の問題も生じないが、太陽光パネルよりさらに

低い出力密度しかないので、広大な面積を必要とし、大規模に利用すれば、動物相への影響や、低
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周波騒音、景観の問題が生じる。又、陸上設置の場合、膨大な土地が他の用途に利用できなくなり、

海洋であれば漁業や海洋生態系、特に魚類への悪影響がある。又、大需要地の都市まで、大規模送

電網を新たに建設しなければならないがそれにも困難が伴う。 

 日本では再生可能エネルギ－の固定価格買取制度で世界的にも高価格による太陽光発電の買取

が実施されはじめた。マスコミでしばしば再生可能エネルギーが原発数基分に相当するようになっ

たという記事が出るが、これはミスリ―ディングである。瞬間の最大発電能力Ｗと実際の発電量Ｗ

ｈ（ワット時）を完全混同した、意図的報道か、あるいはエネルギ－、電気の基本理解が非常に浅

い報道かのどちらかである。 

 過大な期待を持たれている地熱発電も、自然の蒸気圧が使えて、比較的効率的な発電が可能な摂

氏１５０度以上の熱水鉱床の適地が、ほとんど全て国立公園の特別地域の自然環境保全地域であり、

自然破壊にならずに新たに導入できそうな地域は限られる。地熱発電は一件当たりの出力がせいぜ

い数万キロワット程度の小規模なものだ。原発１基分の出力を得るためには国立公園の特別地域を

壊さねばならない。ただし、地熱発電は安定電源であり、コストも比較的安いので、自然破壊にな

らない場合には大いに推進すればよい。 

 バックアップ電源も、大規模利用の場合には別途大きな環境負荷を生じる。リチウムイオン電池

を製造する際は CO2 の排出が問題だし、揚水発電所は大型ダムの建設を伴う。シングルサイクル

の天然ガスタ－ビンも発電効率が悪いので、その分 CO2 排出量も多く、初めからコンバイン・サ

イクル発電すればいい事に成りかねない。ただし、これらは大規模、大量に利用した場合である。

小規模、分散して利用すれば問題は深刻にならないが、それでは化石燃料や原子力発電を大々的に

代替えすることは出来ない。 

 再生可能エネルギ―利用と生態系の問題は破壊以外にもある。人類はモノの生産などによって、

汚染物質を大量に排出する。汚染物質の排出というのはエントロピ－の増大、無秩序化のことであ

る。（熱力学第二法則）これを浄化するのは再秩序化、エントロピ―を減少させることであり、エ

ネルギ－を注入する必要がある。それを、生態系や森林は光合成という太陽光エネルギ－を直接利

用したエネルギ―の注入によって浄化を行っている。この浄化ができなければ文明は存続できず、

個人も生物も生きられなくなる。浄化（エントピ－の縮小）のための外部エネルギ―源が化石燃料

ならば再び汚染が起き、太陽光エネルギ－場合は光合成を行っている植物と競合する事になる。し

かも植物の持つ温度激変緩和機能と保水機能を考えれば、人為の太陽光直接利用は植物、生態系に

対して、環境価値の点で全く歯が立たない。その上、生物資源はその全て人類が人為的に作り出せ

ないし、それらは人間にとっての心理的、審美的な価値、精神の癒し機能までがあるのだ。 

 今日、消費しているエネルギ－は江戸時代の４０倍である。そこで、再生可能エネルギ―で賄お

うとすると、環境破壊は避けられない。化石燃料は過去何億年の太陽エネルギ―の濃縮缶詰、原子

力は宇宙開闢以来の超新星爆発エネルギ―の缶詰である。それに対し、再生可能エネルギ－は地表

面積当たりエネルギ－密度が低い、毎日降り注ぐフロ－の太陽光を直接ないし間接に利用している

ためエネルギ－効率と面積当たり出力密度が桁違いに低い。それだけに再生可能エネルギ－は主力

にはなれない。しかし、再生可能エネルギ－は、機器製造時はともかく、発電時には全くＣＯ2 を

排出しない、というメリットがある。それだけに原子力発電に頼れなくなった現状では、大規模生
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態系の破壊にならないようにしながら、再生可能エネ－ルギ－を使っていくことは、経済効率一辺

倒からの脱却という意味でも必要だろう。 

 今日、よく口にされる異常気象が無い時代はなかったし、人為的によるものかは証明のしようが

ない。とはいえ、地球温暖化説が違っていたとしてもＣＯ2 自体に温暖化効果があり、海水の酸性

化の問題もある。地球の自然環境を何であれ、人為的に大規模改変してしまうのは好ましくなく、

大きなリスクを抱えることになる。とはいえ、温暖化対策というのは、あくまで将来への「リスク

対応」の対策である。ただ今、現実に明確で甚大な実害は、何も確認されていない。手遅れになる

確率はゼロではないが、再生可能エネルギ―の無理な導入による、経済破綻や縮小による膨大な犠

牲者も、直接的な大規模生態系破壊も深刻な大問題である。温暖化対策は多くの問題と同じように

トレ―ドオフの関係にある。このような不確実性の高い問題にはバランスの取れたアプロ－チが必

要であり、拙速狭窄な原理主義的な対応を取ると、取り返しのつかないことになる可能性がある。 

 第四章 第二の反革命 シェ－ルガス革命  

太古の海底や湖底の泥にシダや藻などの植物の死骸が堆積する。これに重ねて有機物を含んだ新

たな土砂が堆積する。それが、数百万年から 1 億年以上かけて、圧力と地球の深部から上昇してく

る高温によって、メタンをはじめとした炭化水素、天然ガスや石油に化学変化する。これを根源岩

と呼び、その大半がシェ―ルである。シェ―ル層で生成された天然ガスや石油の半分くらいは上昇

し、分解される。通常型の天然ガス田や油田は、ガスや石油を地質構造上上昇させずに、長期間濃

縮貯留されたものだ。こうした地質構造に地表から坑井を堀削すれば、地表との圧力差によって、

自ら地表に自噴してくる。これがガス田、油田である。であるだけに、天然ガスや石油の生産効率

は良く、エネルギ－の（産出／投入）比率は 100 倍以上だ。しかし、濃縮貯留された天然ガスは根

源岩の中で生成された全体量のわずか数％に過ぎない。これに対して根源岩が緻密なため、上の層

に上昇・移行できなかったのがシェ－ルガスである。従ってシェ－ルガスと在来型天然ガスの成分

は同じである。しかも通常型ガス田よりはるかに多い量が存在している。これを取り出す事はコス

ト的に見合わなかったが、通常型と変わらないコストで生産できる技術革新が起きた。 

米国では、シェ－ルガス生産量が増加し、ロシアを抜いて世界一の天然ガス生産国になった。カ

ナダでも急増して、需給がだぶつき、これを冷却液化して液化天然ガス（LNG）として輸出しよう

としている。北米の他豪州やアルゼンチンや中国、インド、インドネシアでもシェ－ルガスの生産

を始めたり、計画されてしている。これで世界の天然ガス資源量は爆発的に拡大した。 

米国ではシェ－ルガスではなく、シェ－ルオイルも同じ技術で取り出せるようになった。人間が

利用できるシェ－ルオイルの量は在来型石油の量に匹敵するかもしれない上に、既に２０１３年現

在日本の石油需要量近くまでの生産量になっている。しかも、シェ－ルオイルは非常に軽質でガソ

リン成分が多い、質の良いものだ。これまで利用できないとされていた、石油根源岩がハイテク技

術により、あるいは在来型の数倍の量が採れるかも知れない。これがシェ－ル革命だ。 

これによって、米国はサウジアラビアを追い越して、世界最大の産油国になりそうだ。又、貿易

赤字の原因だった石油輸入量も半分以下になり、国際収支は急改善している。経済が活性化するの

みならず、中東への戦争・軍事介入も将来大幅に減らせのではないかと安全保障の専門家、政治家

から言われるようになってきた。（モンロ―主義）ただ、例え、石油輸入がゼロになったからと言
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って、中東情勢次第で石油価格高騰による被害から大きく免れることはありえないので、中東への

政治的、軍事的コミュトメントがなくなるとは考えられない。それでも、日本や中国など中東に石

油を依存せざるを得ない国に対して責任分担、負担のシェアリングの声が大きくなるだろう。 

石油資源に関しては、シェ－ルオイル以外にもカナダのオイルサンドやベネズエラのオリノコ・

タ－ルといった超重質の非在来型石油資源が、近年の技術革新で大幅に生産量を増やしてきており、

２０００年代前半に囃された、ピ－クオイル論は事実上姿を消した。 

 シェ－ルガスの開発現場付近で、シェ－ル層に化学物質を入れたため、飲料水が匂うとか、火が

ついたとかの報道がなされた。これは原理的にはありえないが、黎明期一部地域で地下水汚染が何

例かあった。今後、シェ－ル層開発がさらに大幅拡大すると、浄化され、取り除かれ、濃縮された

汚染物質の残滓の濃度と量も飛躍的に増大する。これには重金属や場合によってはラドン＝ラジウ

ムなどの放射性物質も含まれる。したがって言われている帯水層汚染より、残滓処理する適地が少

ないことの方が問題は大きい。 

シェ－ルガス開発に関わる環境問題として報道されたのが、大量のメタンが漏洩して、地球温暖

化を促進するというものだ。これも、現在は大気放散は禁止されつつあり、全て直接タンクに入れ、

天然ガス成分は分離・回収して、パイプラインで販売されることになっている。天然ガスは、温室

効果ガスがエネルギ－量当たりで石炭に比べて半分近くの排出しかない。特に発電用として利用す

る場合、発電効率が極めてよい最新型の天然ガス・コンバイン・サイクル発電では、通常型の石炭

火力発電の３分の１程度しか排出しない。この最新型で、旧型のボイラ―式火力、特に旧型石炭火

力を代替えすれば、太陽光や風力発電を大量導入しなくとも、低コストで、生態系への直接負荷が

低く、CO2 削減が可能になる。大半までは無理としても、原子力発電の代替え方法だ。 

米国では、近年のシェ－ルガス革命により、天然ガス発電で代替するトレンドが発生して、２０

１２年は前年比で CO2 発生量が３%以上減少し、排出量の絶対水準は過去２０年間で最低の水準ま

で低下した。さらに技術開発で、天然ガス・トリプル・コンバインド・サイクル発電で、従来のボ

イラ－型火力発電のほぼ２倍の効率を達成しようしている。このような革命的、技術革新が進んで

いる。再生可能エネルギ－よりも、こうした地味な化石燃料に関する技術革新の方が世の中にイン

パクトは大きい。化石燃料が使われている絶対的な量が大きいので化石燃料の利用効率の少しの向

上であっても、再生可能エネルギ－の大量導入よりも環境改善効果は大きくなるからだ。 

 石炭火力の方でも発電効率アップ、環境負荷低減の技術革新は進んでいる。元来石炭という資源

が持つ物性は発電効率と環境負荷という点で劣るのだが、燃料コストが現状で天然ガスより大幅に

低いというメリットがある。ただし、火力発電設備は大型にならざるを得ず、コンパクトな天然ガ

ス・コンバインド・サイクル発電所のようなわけにはいかず、発電量当たりの設備コストは高い。

また、あらゆる発電方式の中で、発電量当たりで最も CO２発生量が多い。それでも、燃料費が安

いので、発電コストは最も安い。それだけに世界の発電量の４０％、OECD 諸国だけをとっても３

０％以上を占める電源が石炭火力だ。この優れた経済性のために、火力発電の全てを天然ガスにす

るのは経済合理性の観点やリスク分散の面から必ずしも得策ではない。CO２排出を減少させると

いう前提であっても、発電効率を上げて、石炭火力を維持する必要がある。 

 近年、石炭火力発電所の発電効率向上の技術革新が図られている。ボイラ－の蒸気温度と蒸気圧
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力を上昇させ、発電効率を超臨界型は４０％から４２％に、超超臨界型は４５％に上げている。こ

れによって、CO2 発電を同一発電量で約１０％減少させられる。もう一つ、天然ガス同様に石炭を

一旦ガス化する、石炭ガス化複合発電技術が開発中で、発電効率４８％が達成できる。(戦時中の日

本軍が開発しようとした人造石油）こうした技術を将来長期にわたって、経済性の面から石炭火力

に大きく依存せざるを得ない中国等の発展途上国に輸出すれば、経済成長を犠牲にすることなく、

世界の CO2 発生量を大きく減少させられる。 

 コ－ジェネレ―ションとは工場やビル、商業施設やマンション・家庭など最終的なエネルギ―需

要現場で化石燃料を使って発電し、その電気をその場で直接利用するだけでなく、その排熱を利用

して暖房・冷房、温水供給など利用しつくす、省エネ方式のことだ。従来の埋め立て地などに存在

する大型火力発電所と長距離輸送電線網のスタイルでは、投入化石燃料が持つエネルギ－量のおお

よそ６５％が排熱として捨てられている。発電効率が４０％、電気抵抗による送電ロスが５％存在

するので、有効なのは電気システム全体での３５％にすぎない。最新型の天然ガス・コンバインド・

サイクル発電でも４５％はむだな排熱になる。これをエネルギ－需要現場における分散型のコ－ジ

ェネレ－ションに切り替えると、有効な電気が最大で９０％になり、化石燃料による環境負荷もコ

ストも大幅に削減できる。発電機から出る排熱を工場の熱源、風呂用や調理・洗浄用さらに冷暖房

に利用できるので、有効利用率が格段に向上するのだ。（但し、熱の発生そのものがエントピ―） 

 コ－ジェネレ－ション用に需要家に設置する小型発電機としては、エネルギ－需要が比較的大き

い工場や大型ビルなどには、天然ガスを燃料とするガス・エンジン発電機、ガス・タ－ビン発電機

が適している。家庭などエネルギ－需要が小さい場合に有望なのが、水の電気分解の逆のプロセス

で発電する、水素と酸素による燃料電池である。天然ガスを燃料に使う燃料電池は、メタン＝天然

ガスから水素を取り出し空気中の酸素と反応させて発電する。二酸化炭素はでるがその量は同サイ

ズの発電方式より少ない。（欠点、白金を使う、扱い難しい）コ－ジェネレ－ションは３・１１以

降急増しており、これを小型ビルや病院に普及させれば CO２排出量も削減できる。 

日本では総エネルギ－需要に占める電力の割合は２５％にすぎず、後は化石燃料を直接使用して

いる。この直接利用の化石燃料分がこの分散型コ－ジェネレ－ションで減る。ただ、どこでもコ－

ジェネレ－ションの排熱利用ができる訳ではない。電気需要に比べて、温水、暖房・冷房需要が十

分に無い工場、ビル、家庭では、排熱の有効利用度が下がり、大型火力発電所に従来通り依存した

方が、コストも安く環境負荷も低い。コ－ジェネレ－ションはビルや家庭などに単独でも導入可能

であるし、有効な場合も多いが、むしろマンション単位、近隣のコミュニティ単位で、暖房・冷房・

給湯機能を全体でシェアする方がより有効性が高まる。 

第５章 第三の反革命  「石油の世紀」の終焉 

「いずれ来る」と言われていた「石油需要のピ－ク」が既に来てしまったと思えるくらい、ここ

５～６年石油需要は伸びていない。この傾向はユーロ危機とそれによる中国の石油需要の伸びの鈍

化で、一過性のものという見方が一般的だろう。ＩＥＡ（国際エネルギ―機関）やＯＰＥＣなども

そのような見方をしているが、彼らは他のエネルギ―源の需要トレンドを全く見ていないだけに、

その予測精度は高くない。途上国を中心に石炭需要の伸びが大きいので、単に世界景気の低迷・後

退が石油需要、頭うちの要因でない事は明らかである。統計数字は、明らかにエネルギ―源の王座



10 

 

を石炭に明け渡し、「石油時代の終わり」を示している。新興国の石油の需要増は大きかったが、

逆に先進国は構造的な減少トレンドで、新興国の石油需要増を相殺している。 

日本でも１９７０年代、石油は、全エネルギ－の７５％、発電の７３％を占めていた。しかし、

自動車の燃費向上と走行距離減及び産業用需要の減少で、ほぼ半減している。何故石油需要が独り

負けしたのか、ＣＯ2 排出量の多い石炭が伸びているので、ＣＯ２排出が問題で無いのは確かだ。

近年石油の確認可採埋蔵量はコンスタントに伸びている。生産量も増加している。問題は価格だ。

同じ熱量で石炭より価格が４～５倍なのだ。「アラブの春」に代表される政治的不安定が価格高騰

の一因である。近い将来暴落する違いない。（昨今、石油価格は１バレル３０～４０＄に下げた事

で問題になっている。しかも石炭価格も下げている―北に対する事実上の制裁に） 

 暴落して、石油需要増のトレンドが復活するだろうが、それも長続きしないだろう。中東湾岸諸

国が石油価格大幅下落に対して国内政治的・社会的に長く耐えられないという評価が多いからであ

る。（現在まさにその動き、サウジとイランの関係悪化）そこで石油価格はどこまでリバウンドす

るか計り知れない。結局「石炭から石油へ」というエネルギ－革命はほぼ永久に失われ、逆に「石

油から石炭へ」の流れが定着したと言ってもよいのではないか、と言って石油の退場を意味するも

のではない。今後長期にわたって、世界のエネルギ－供給の中で化石燃料が最大のエネルギ－であ

り続け、その中で石油が一番から転落し、３種の化石燃料が同じシェアで推移する事になろう。  

 第六章 エコという迷宮 

 しばしば、電気自動車は走行中に全くＣＯ２を排出しないので、エコであると言われる。だがそ

れに充電する電気は発電段階で大量にＣＯ２を排出している。通常のガソリン車と比べて、電気自

動車が排出する間接的なＣＯ２は、発電時に排出されるものと、リチウムイオン電池を製造する過

程で排出するものの２つである。それらをカウントすると低燃費ガソリン車と比べてＣＯ２発生量

が少ないとは言えない。石炭火力発電が電源の圧倒的シェアを占める中国などでは、ハイブリッド

車やガソリン車のＣＯ２排出量を下回ることは不可能だ。 

 ３・１１原発事故の直前、２０１０年の日本の最終エネルギ－に占める自動車燃料のシェアは２

０％で、電気は２５％だ。電気の内約４分の１が原子力発電であったので、原子力は最終エネルギ

－需要の６％を賄っていた。従って原発の４割を再生可能エネルギ－で賄おうとしても最終エネル

ギ－需要の２%に過ぎない。再生可能エネルギ－からの発電による電気自動車で、最終エネルギ－

需要の２０％を占める石油駆動の自動車の代替えするという事は、更に１０倍の再生可能エネルギ

－を別途導入する必要がある、ということになり、これは不可能な事だ。 

 電気自動車の燃費は、２４時間定常運転せざるを得ない原発の夜間電力が余るので夜間料金が大

幅値引きされるのと税負担があるガソリンと違って電気に税がかからない事による。しかし今後、

電気代は高くなるだろうし、道路関連税たるガソリン税の税収が少なければ電気課税されるだろう。

結局、電気自動車が自動車の主流になるには、電気料金を安くでき、夜間料金を利用できる原発フ

ル稼働するしかないので、実現性は低い。現状の電気自動車が主流になる可能性は低いのだ。 

 これまで、人為的なＣＯ２排出量の急増によって地球温暖化が進むと、破滅的な将来が待ってい

るので、いくら高コストであろうが、再生エネルギ－を主軸にしなければならないという議論が常

識になっている。ところが、２１世紀に入って気温上昇はしていない。一方で大気中のＣＯ２濃度
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は着実に上昇しており、現在は観測史上で最高の値になっている。すなわち、ＣＯ２濃度上昇と地

球の平均温度の上昇が、２１世紀に入ってから相関しなくなったのだ。地球温暖化説には発電時に

ＣＯ２を出さない原子力業界の陰謀説すらあるくらいだ。 

 スペンスマルクというデンマ－クの宇宙物理学者は太陽の磁気活動周期＝太陽系外からの宇宙

線量変動が低層の雲量に影響し、それが地球気候の変動を生じさせたという学説を出した。つまり、

２０世紀後半の温暖化のほとんどの要因は、この太陽磁気活動の強さによるものだとしている。こ

の新学説は気候学、天文学者などの間では主流になっているがマスメディアでは気象学者ばかりが

登場している。その他にも地球以外の惑星の気温が地球気温とシンクロしている事の説明がＣＯ２

による温暖化では説明できないことやＩＰＣＣのデ－タ捏造、改竄が明らかになり科学者としての

信頼がおちている事からＣＯ２による温暖化説は怪しくなっている。 

今後、地球平均気温が再び上昇に転じれば気象学者が正しいという事になったり、２１世紀に入

ってからの太陽磁気活動の低下によって、地球全体の気温がもっと下がるべきはずがＣＯ２による

温暖化効果によって横ばいで推移しているという、喧嘩両成敗になったりするのだろうか、いずれ

にせよ地球温暖化という問題は科学的に立証されたというには不確実性が高い。 

そうなると、今の時点ではＣＯ２対策は最小コストで時間つなぎの対応をするのが合理的なので

はないか。使い勝手が悪く、大規模利用すれば生態系破壊が不可避の再生可能エネルギ－を最大限

のスピ－ドで導入すべきという結論は論理的、合理的には出てこない。これは経済学でいう「不確

実性下での意思決定」の問題だ。温暖化自体の不確実性だけではなく、その被害や対策による社会

的コストの不確実性も非常に高い。特に再生可能エネルギ－のコスト・ダウンの可能性や生態系な

どへの不確実性が非常に高い。この場合リアル・オプションといわれる時間稼ぎ可能なコストの低

い方策が合理的になる。 

スペンマルク説の影響があるせいか、最近世界の温暖化に対する関心は低下しているようだ。た

だ、世の中での認識、特にマスメディアではＣＯ２による地球温暖化説が優位であるから、経済や

生態系負荷など他の側面にも充分目配りした穏当なＣＯ２排出抑制という、様々な費用対効果を勘

案した合理的な温暖化リスク対応策が今後求められる。 

 年々、都市で夏が暑くなっているという印象は、都市熱汚染＝ヒ―ト・アイランド現象によるも

のと考えられるが、これを緩和するためには省エネ推進とともに都市緑化である。これによって夏

場のピ－ク電力需要のカットもでき一石二鳥である。ただ、太陽光パネルの導入は弱電メ－カなど

が政治やメディアに対してロビ－活動していたが（資本が少なく、単純な仕組みなので怪しげな連

中もいる）、都市緑化は推進しようとする利益団体が見当たらない。夏前の街路樹の剪定は秋の落

ち葉の清掃で莫大になるとの事だが、欧米では住民が自主的にやり行政に負担をかけない。夏場の

ピーク電力需要のカットには無理な節電や、莫大な補助金で屋根に太陽光発電パネルを設置して、

それで冷房するよりも、緑化してなるべくあげないようにすることが合理的やり方だ。 

 再生可能エネルギ－で生態系機能を向上させるエネルギ－は間伐材の利用と、農業・産業や生活

の廃棄物を有効再利用するバイオ・エネルギ－だ。日本の国土は、３分の２が傾斜地で、大半が杉

や落葉松の針葉樹林を植林した人工的に作られたものだ。これは、大半が戦後生産目的で作られた

ものだが、植林開始後に、国外から安い木材が大量に輸入されたため（オ－ストラリア、東南アジ
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アへの環境破壊の輸出）現在では植林地の大部分が放置されている。針葉樹、特に杉は放置される

と荒れてジャングル状になり、林内が暗くなり、他の動植物がほとんど生息できなくなる。保水力

も自然林に比べると低下し、土砂崩れを起こしたり、沢や川の水量が安定せず、河川生態系も荒れ

る。花粉症の原因にもなる。人間にとって生態系機能が一番優れているのは、落葉広葉樹を多く含

む自然林で、次が手入れの行き届いた植林だ。放置された針葉樹の植林は裸地や荒地よりましと言

う程度だ。この放置された針葉樹の植林の生態系機能を回復させるのに有効なのが間伐や枝打ちだ。

これで林床に光が適度に当たるようになり、生態系としての奥行が増すだけでなく、木の材木とし

ての価値も高くなる。間伐した幹や落とした枝をペレット状に加工して、石炭発電所で石炭と混焼

する。あるいは石油燃料の代わりに熱源として直接利用する。植物は生育過程で、光合成によって

ＣＯ２を吸収しているので、燃焼させてＣＯ２を発生させても、ライフ・サイクルで考えれば、排

出はゼロとなる。ただ、間伐、運搬、ペレット加工に手間が掛かり、コストが高く、太陽光発電に

次ぐ高い価格になっている。間伐材利用は生態系機能の回復になり、人口減少で疲弊する山村の活

性化になり、花粉症対策にもなる。地産地消なら輸送コストも少ない。バックアップ電源を必要と

しないで、需要変動に柔軟に対応できる。その上、生活廃棄物や製紙廃液などの産業廃棄物を直接

燃焼させたり、発酵させてメタンを発生させたりして、エネルギ－源としての有効利用することも、

ＣＯ２排出対策になるのみならず、生態系への負荷を軽減する。 

 デンマ－クは再生可能エネルギ―導入比率ではトップクラスで、しかも風力とバイオマス発電だ

けに、平均電気料金がＥＵの中でダントツに高い。為替１３０円／ユ－ロで計算すると日本の２倍

だ。また、スウェ－デンは発電量の半分を再生可能エネルギ―で賄っており、その８割以上がコス

トの安い水力発電なので、電力料金は日本と同じだ。再生可能エネルギ－推進派に称賛されるドイ

ツは国土面積がほぼ日本と同じで、人口も３分の２程度で比較対象として悪くない。 

ドイツはユーロ危機による総エネルギ－需要の減退もあって、ドイツの発電量の２割以上は洋上

風力発電と間伐材・廃棄物利用を中心とした再生可能エネルギ－で賄われている。その電源中の比

率は日本の２倍であるが、発電量は日本の半分強しかないので、再生可能エネルギ－の絶対発電量

は、日本より少し多いだけだ。現在ドイツの電気料金は高く、大幅上昇中で(今日では供給過剰で電

気代暴落、過剰設備、買取制度の問題)、発電コストを抑制するためにＣＯ２排出量の多い石炭火力

を増加させたために、ＣＯ２排出量も２％増加した。ドイツの最終エネルギ－消費全体の中では、

再生可能エネルギ－のシェアは４％に過ぎない。電気はエネルギ－消費全体の５分の１しかないの

で、エネルギ－問題全体、環境負荷全体の中では、再生可能エネルギ－で脱原発というスロ－ガン

はコップの中の嵐に過ぎない。 

再生可能エネルギ―は天然資源を利用したエネルギ－源のことであり、その土地の自然地理条件

に依存する。シェアの導入上限は地理条件、人口密度・産業集積度、土地の余裕度、降水条件など

に規定される。これでいうと日本は人口５０００万以上の大国の中では再生可能エネルギ－の導入

が進んでいる部類と言える。しかも、安く、安定的な生態系破壊が少ない水力が大半なのに、ドイ

ツはそれ以外が大半なのでいろいろ問題が多い。 

一般に風況がよく、大規模風力発電設備が建設できる地域・海域は、人口密集地帯や産業が集積

している地域ではないので、大規模送電線網の追加コストが大きな負担になっている。そこで、ド
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イツ産業界はこれ以上の電力・エネルギ－コストの上昇には反対しており、このままではドイツ経

済を支える製造業が国外逃避しかねないとの懸念まである。大送電線網建設予定地では住民の反対

運動で建設が進んでいないどころか、大停電のリスクさえある。その上、バックアップ電源の確保

も投資インセンティブが働かず、進んでいないどころか、効率の悪い既存ガス火力の廃止が相次い

でいる。これまでドイツ、デンマ－ク、スペインでは不安定な風力発電や太陽光発電のバックアッ

プコストをノルウエ―の水力、東欧の石炭火力等ＥＵ全体の大送電網に依存し、その他大勢国の電

力需給の変動吸収能力にタダ乗りしてきている。（日本は島国だけにこうした事は出来ない）しか

し、それも限界に来ていて、各国はこれを果たさないという動きもある。産業やピ－ク時需要につ

いては、原発主軸のフランスからの電力輸入に依存する。第一、ドイツは高コストの再生可能エネ

ルギ－を低コストの石炭火力で薄めているので、ＣＯ２発生量が多く日本の手本にはならない。 

米国は再生可能エネルギ－をほとんど導入していないが、シェ－ルガス革命によって天然ガス価

格が低位安定化したために石炭火力を代替えするようになった。その結果２０１２年米国全体のＣ

Ｏ２排出量が３％減少した。 

 グリ－ン・ニュ－ディ－ルとは太陽光パネルと風力発電機等の大量製造・輸出によって国内に新

産業を起こし、雇用増を図るという政策で、第一次オバマ政権、ドイツ、日本でも持て囃された政

策だ。しかし、太陽光パネルメ－カ－が圧倒的に安い中国製に席捲されて次々倒産した。日本だけ

は世界一高い価格設定の強制買取制度によって一息ついているが、長続きしないだろう。結局、エ

ネルギ－効率の悪い再生可能エネルギ－で経済成長が出来ない。仮に新産業創出で雇用が増えたと

しても、経済全体は高コスト化によって、実質ＧＤＰは低下し、失業者が出て、経済は悪化する。 

中国では補助金、公害垂れ流しでパネルのコストを下げ、しかも在庫を抱える。現在のパネルの

ダンピング価格自体が永続しないだろうし、元々太陽光パネルの発電コストは原発の２―３倍であ

る。例え、コストが下がったとしても、従来の電線をバックアップ電源とするか、大容量の蓄電池

を購入しなければならない。本来バックアップ電源は太陽光パネル設置者が全て負担すべきもので

あるが、電力料金に反映させ、電力料金の上昇要因だ。 

日本において、３．１１後の突発的で全面的な原発停止にもかかわらず、現時点において大規模

停電が発生していないのはなぜか、それはシェールガス革命が発生して、元来米国に向かうべきカ

タ－ル産のＬＮＧが余っていたからだ。これがスポットで輸入可能だった。３．１１以降、電源構

成における天然ガスの比率は２９％から１３年央で４８％になった。ここまで高まったのは、日本

の電力業界による天然ガス利用の年間平均稼働率が５０％まで意図的に低く抑えられていたこと

による。ただ、一次エネルギ－供給の１７％～１９％に過ぎなかった天然ガスのシェアは２５％に

なった。これは先進諸国の平均を上回っており、ポ－トフォリオ（資産の組み合わせ）、リスク分

散からは高すぎる。現状の電源における天然ガス比率が多くなったのが突発的、緊急避難的に無計

画になされたものなのでいろいろと深刻な副作用が出ている。 

最大の問題は輸入ＬＮＧが異常なまでに高騰し、年間輸入総額が７兆円にもなり、貿易収支の赤

字化の大きな原因になった。日本が長期契約しているＬＮＧ価格は原油価格とリンクしている。も

ちろん表面的には中東の要因と極端な金融緩和の副作用による高騰だが、米国天然ガスの４倍、欧

州天然ガス価格や中国輸入ＬＮＧ平均価格よりも４割高は、圧倒的な世界一高い輸入価格だ。無計
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画な全原発停止で、売り手から完全に足元を見られているのだ。（現在、原油安でＬＮＧも下げて

いるものの他国に比べ高い、円安）この異常に高い価格水準を同じく天然ガスやＬＮＧの輸入に依

存している欧州、中国の輸入価格並みに下げるためには売り手に対する交渉材料として、一定の原

発再稼働が必要だろう。（原発のある韓国も高いのでどうか） 

ただし、原発が 3・11 の状況に復旧することはありえないだろうが、将来にわたって原発が減少

した分の穴埋めの一番手になるのは天然ガスであることは確実だ。天然ガスは圧倒的長所もないが

決定的な欠点も無い。エネルギ―当たりのＣＯ2 発生量も少なく、資源量分布が分散している。最

大の欠点が価格だ。ただ、価格の正常化は進むにしても天然ガス発電、火力発電で、初期の設備建

設費用が発電コストの大半を占める、償却済みでない既存原発を大規模に代替えしようとすれば相

当なコストアップは不可避である。それに伴う、電気料金の大幅値上げは避けられない。 

３・１１に意外性は感じなかったが、東京電力がこのような過酷事故を想定しておらず、それが

発生した際の対応シナリオや訓練を全く行っていなかったというのは驚きだ。又、３基もメルトダ

ウンを起こしたにもかかわらず、直接的な死者がおらず、立地周辺の長期避難地域を除いて、被害

の大半が心理的な放射能汚染被害に留まっている。放射能汚染は実際に発生したが、大半の地域の

放射線量が実際どの程度の健康被害、生態系被害になるのかは、本来の自然放射線量や生物の放射

線許容量と比べると恐れすぎの可能性が高く、地域の農産物、水産物の、風評被害額が被害額の大

半になっている。（調査や情報公開は、情報公開と風評被害） 

もちろん、福島第一原発周辺の肉体的、精神的、経済的苦労・被害は大変なものがあり、東電や

国の補償を以てしても償えない。原発事故はエネルギ－事業の事故としては桁はずれの被害であり、

将来の癌化リスクがゼロではない。（子供の甲状腺癌、ヨ―ド摂取）しかし、化学プラントの毒ガ

ス漏れ、石炭の大量燃焼からの煤煙による喘息・呼吸器系疾患による死者、石炭スモッグ、石炭鉱

山など大きい事故は他にもある。原発が危険なもので、原子力利用技術が完成から程遠いものだが、

他のエネルギ－源も３・１１時の原発並みに大量利用すれば、重大な問題、リスクは起きる。現実

の世界は、多種多様な深刻なリスクの間のトレ－ド・オフでしかありえない。原子力に関しては安

全を第一にしつつも、どこかでリスクと便益の折合をつけざるを得ない。 

いずれにせよ今後日本では、原発のシェアは縮小せざるを得ない。その減少分を何で、どのくら

い代替すべきか。線形計画法と呼ばれる数学的解析手法を使って、コンピュタ－シュミレ－ション

する。その結果では、２０５０年時点のＣＯ２制約がある場合に、政策的な原子力の増減によって、

天然ガスが補完するように増減する。再生可能エネルギ－も２００５年に比べると大幅に増えるが、

絶対量は少ない。石炭も一定程度は残るし、原子力も政策次第だが、多分一定量は残さざるを得な

い。ただ、何とか天然ガス輸入価格を欧州、中国並みにする必要がある。 

 エネルギ－は交通、照明、動力、冷暖房などに目を向けがちだが、最大の貢献はモノの生産とそ

れに関わる輸送である。製塩、製糖、化石エネルギ―を投じて製造される窒素肥料、灌漑や耕作、

収穫、運搬、漁業にも石油を中心とした大量のエネ－ルギ－が必要だ。それぞれに欠点のあるエネ

ルギ－源を上手組み合わせて、「ベスト・ミックス」ではなく、より最悪でない組み合わせをする

しかない。エネルギ－と環境の根源的解決は人口を有意に減少させなければ絶対に無理である。そ

れを無視して、安易な技術幻想では悲劇に見舞われる。 
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 原子力の未来を言えば化石燃料が枯渇した時、気象学者の通説のようにＣＯ２排出の急増で地球

温暖化が激化した時、ないし再生可能エネルギ－の最大限の導入により、生態系破壊が生じて、同

時に世界経済が破綻した時復活する可能性があるのでは、何故なら真の意味で新しいエネルギ－源

は原子力しかないからだ。安全で実用的な核融合が完成すれば別だが可能性は低い。従って、より

効率で生態系負荷の低い再生可能エネルギ－の研究開発とともに、より安全で廃棄物の少ない原子

力技術の研究開発も鋭意続けた方が、将来へのリスク対応としては、はるかに賢明だろう。 

 読後感―何故この本を選んだか 

 宮沢賢治、雨ニモマケズの「寒さの夏はおろおろ歩き」というくだりが好きだ。これは自然現象

に対して「おろおろ」だが、私は人の営みに対してさえも同じ心情を持つ。難しい問題、真っ向か

ら対立する問題、幾つもの考えがある問題に関して、勇ましい胸を張った正しい意見を言うよりは

愚図愚図と自分の中で狼狽える。防衛問題と自国の武力化、化学物資の恩恵と環境被害、科学技術

の進歩とそれによる人間疎外、社会の進歩あるいは生産性向上と失われる文化、企業活動での理念

と利益の選択等々、決断と責任は明確にするにしても、その進むべき方向は自分の中で迷おうと思

っている。この本の「エネルギ－の大量利用と環境破壊の二律背反」にも、当然迷い「おろおろ歩

く」。ただ、その際「あらゆることを、自分を勘定に入れずによく見聞きし分かりそして忘れず」

という姿勢でいようとは思っている。 

 この本はエネルギ―と環境破壊の関わりを歴史的に捉えている点が面白い。又、少々再生可能エ

ネルギ－に対して厳しく、シェ－ル、コ－ジェネレ－ション、バイオに関して甘い見方をしている

と思えるが、「現実の世界は多種多様な深刻なリスクの間のトレ－ド・オフでしかありえない。」と

している点を評価した。ただ、どちらかというと理系の本なだけに、情緒と価値観より、正しさの

基準は数量、論理、事実が中心になるはずだ。勿論、数値ばかり並べればわかりづらくなるので数

値を最小限としているのはわかる。又、環境破壊の程度を量的に示すことは困難だ。と、いって形

容詞が過度に多いのは（激しく、大きく、ほとんど、極めて、深刻）誤魔化しがあるのではと理系

的は発想からは気になる。 

 問題点を言えば、テ－マが経済と理系の知識を必要とするので、主張の正しさを確かめるには私

の勉強不足があった。又、エネルギ－問題は刻々と変化する状況的問題なので（特にコスト）どれ

が正しいかの検証はどの時点でみるかによって違ってくるし、説も定まっておらず著者の言うよう

に結局はわからない。又、本書で触れられる事は少なかったが、エネルギ－を巡っての利権の問題

は（原子力村、利権団体、自動車メ－カー、意識操作、各国の利害）別途考える必要がある。 

ただ、結果としてエネルギ－は選択され、課題は残され続けるので、常なる監視が必要とだけは

言えそうだ。原子力技術を使うかどうかは別として、エネルギ―問題に限らず人類は技術（ビック

デ－タ、ロボット）と共に、その技術を振り返りながら遠くまで行く以外しかないのだろう。 

問題があるだろうが言われている私の知る発電の新技術 

核融合発電―原理的には核分裂のような連鎖反応暴走-しない。放射性廃棄物-少ないが問題アリ 

宇宙太陽光発電―発電能力―地上の５倍、マイクロ波送電、レ-ザ-送電、２０３０年-１００万ｋｗ 

マグネシウム革命―マグネシウムを燃焼させる。ｃｏ２でない。レ-ザ-により海水から 

 


