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１月例会ご案内

１月１4日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生の著書から学ぼう

    「第三の経済学」を輪読しよう 第５回

場所  ： 港区新商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 平井 兵治

城野宏著「第三の経済学～『経済学』の崩壊と新生」

を参加者で輪読し、情勢判断学を活用してどのように

経済問題に対し取り組むことができるのか、お互いに

学びましょう。

城野先生は、この書の序文を昭和４８年３月２２日に

書かれているが、その序文の末尾に、以下のように述

べられている。

「これは問題提出の書であるといえる。解決の具体的

戦術書ではない。読者は提出された問題とその方法論

を参考にし、各方面の具体的問題を取り上げ、究明し

てもらいたいと思う。そして、日本国民がそれにのっ

とって国家の繁栄と国民のしあわせをうちたててい

く経済の法則性を探り、新しい日本経済学を建立すべ

きである。企業の中の経済活動家も戦略方向に合致し

た仕事だけが栄えるものであることを認識できるは

ずである。」

そして、目次は以下の通りです。

序

国家戦略と経済問題

国家経済戦略の転換点

日本経済観察の出発点

アラブ・アフリカ認識の転換と

新しい日本国家戦略

ドル防衛と日本

工業農作の展開

円・ドル問題の精神構造

円切り上げと日本経済の基本構造

経済論争と国際謀略

経済問題判断基準の転換

経済学の崩壊と新生

経済観察における戦略欠乏症

日中国交正常化後の日本経済

狂った経済論議

インフレと経済成長

インフレと大衆収奪

国鉄ストと国民大衆

商社活動の戦略的分析

二つの経済学――総括提案

第１回は「アラブ・アフリカ認識の転換と新しい日

本国家戦略」を中心に学び、お互いに意見交換を致

しました。

第２回は、城野先生の経歴を振り返り、どのような

環境の中でこのような活動をされたか再認識する

とともに、「経済論争と国際謀略」を中心に学び、お

互いに意見交換を致しました。

第３回は、石田氏が「国家戦略と経済問題」を取り

上げられ、お互いに意見交換を致しました。

第４回は、篠原氏が「国家経済戦略の転換点」を、

榊原氏が「日本経済観察の出発点」を取り上げ、お

互いに意見交換を致しました。

今回は、平井氏に「インフレと経済成長、インフ

レと大衆収奪」を取り上げていただき、時代の変遷

による論点の変化も合わせ、学びましょう。特に平

井氏は、これまで経済活動には積極的に取り組んで

こられて実績も上げておられるので、どのようなお

話になるか興味津々というところです。
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１１月例会報告

１１月１２日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 「悲劇の再発防止」とは。東京電力福

島第一原子力発電所事故の教訓から考える

    第２回

場所  ： 港区新商工会館

担当  ： 郷津 光

【 課題 】

東京電力第一原子力発電所事故は未だに継続中の事故

である。住民避難は継続され、震災関連死は増え続けて

いる。また、原発事故に関連する人々の動きは記憶に新

しく、更に事故以降は人名・行動・結果が一連である為

わかりやすく、特定個人の責任糾弾が主な関心事になり

やすい。しかし事故原因は事故以前に形成されたもので

もある。その点「事故前と事故以降」、どちらにより着目

し教訓とすべきか、問題となる。

【東日本大震災を起点に急速に拡大した混乱】

原発事故に関連し、主に３つの領域、①指揮命令系統

②現場対応③住民保護・避難で混乱が急速に拡大した。

（国会事故調報告書）

① 指揮命令系統の混乱

過酷事故・複合災害に対する事前の備え・対応する規則

等が存在しなかった事から、応急措置・政治決断の連続

となり、首相官邸・東電本店を頂点とした指揮命令系統

は著しく混乱した。（主に報告書第 3 部「事故対応の問

題点」）

② 現場対応の混乱

東京電力福島第一原発では、過酷事故が起こる事態を想

定せず備えもなく、配管図面の不備等も長年放置され、

また多くの重要設備が電源の存在を前提としていた事

等から、電源を喪失した複雑な原子力発電設備を前に作

業員・運転員の事故収束活動は臨機応変対応の連続とな

り、構内は著しく混乱した。（主に報告書第 2 部「事故

の進展と未解明問題の検証」）

③ 住民保護・避難時の混乱

インフラ・交通網が大規模に崩壊する中で、想定外の避

難となった病院や介護老人保健施設の避難は困難を極

め、著しく混乱が拡大。入院患者・入所者から 60 名も

の死者が発生した。（報告書第 4 部「被害状況と被害拡

大の要因」）

【 混乱の共通原因 】

今回の様な原発の過酷事故が、2011年3月11日時点の

日本国内では「想定外」とされていた為、原発周辺住民

はもとより事業者・政府すらも何の準備もしていなかっ

た事が混乱の共通原因となった。備え・準備とは、事故

前に為すべき事柄であり、混乱の再発防止を仮に願うの

であれば、事故以前に着目する必要があるといえる。下

記、国会事故調報告書の中から、今回の事故・混乱の原

因を形成した「耐震・津波・シビアアクシデント・複合

災害」について、過去どの様な事柄が起こっていたの

か抜粋する。

【 事故以前に何があったのか 】

 津波対策

1995年1月に発生した阪神淡路大震災を発端に文科省

に設置された「地震調査研究推進本部（以下、推本）」

が、2002年7月に公表した「三陸沖から房総沖にかけ

ての地震活動の長期評価について（以下長期評価）」内

で、福島県沖を含む日本海溝沿いでM8クラスの津波地

震が30 年以内に 20%の確率で発生すると予測される。

2006 年発生のインド洋大津波・宮城県沖地震を受け、

2006年5月に東電は想定外津波が1F5号機に襲来した

場合津波高さOP＋10mで炉心損傷の危険性。津波高さ

OP＋14m で全電源喪失の危険性があると保安院に溢水

勉強会の中で報告。2006 年 10 月の保安院による全電

気事業者への耐震バックチェック一括ヒアリングにて

保安院担当者が「（津波高さが）想定を上回る場合（中

略）そのまま炉心損傷になるため安全余裕がない」「各

社重く受け止めて対応せよ」と溢水対策について口頭

で強く警告・指示。東電は上記指示を受けて約1年半

後の 2008 年 5月に推本の長期評価（2002年）に基づ

く津波高を試算し、従来想定（約 6ｍ）を大幅に超え

る想定波高（1F2 号機付近 OP＋9.3m１F5 号機付近 OP

＋10.2m、１F敷地南部OP＋15.7m）の数値を得た。2009

年から東電が福島県沿岸の津波堆積物調査を開始（東

北電力は 20 年以上前に実施。2007 年の時点で東北大

学が 1F 周辺で堆積物調査を行い貞観地震を含めた 5

回の大津波の存在を認識）。2009 年 6 月に東電は保安

院に貞観津波波高が 1F で従来想定を大幅に超える OP

＋9.2mである事を説明。2010年3月1Fプルサーマル

導入に関する安全性評価では保安院が「1F3 号機の耐

震バックチェックでは貞観地震による津波評価が最大

の不確定要素」と担当審議官が保安院長・次長に説明。

 耐震対策

1995 年 1 月に発生した阪神淡路大震災の影響による、

耐震工学に対する国民の不信感および、原発施設の耐

震設計審査指針が古いとの疑問の顕在化を受けて内閣

府原子力安全委員会が 2006 年 7 月に耐震設計審査指

針を改訂。2006年9月に保安院が新指針に照らした耐

震安全性評価（耐震バックチェック）の実施と実施計

画作成を原子力事業者に要求。2006 年 10 月東電提出

の実施計画書に記載された耐震バックチェック最終報

告書提出期限は2009年6月末とされていた。しかし、

東電社内会議では、2009年時点で最終報告書提出予定

は2012 年 7月、2010年 6月時点で電事連取りまとめ

における提出予定は 2010 年 9 月末以降、東電内部資

料によると 2011 年 3 月 11 日時点で提出予定は 2016

年1月となっていた。途中1F5号機と3号機のみ中間

報告を保安院が評価するも評価した箇所は原発設備内

の極一部に限られた。2009年の東電社内会議では耐震

バックチェック最終報告提出予定が 2012 年 7 月であ

る点について「国及び地元の許容範囲を超えている」
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という問題の指摘もあった。

 シビアアクシデント対策

1979年のスリーマイル島原発事故および1986年発生の

チェルノブイリ原発事故によって米国・欧州・IAEAの過

酷事故対策は大きく発展した。しかし、日本国内ではSA

対策は規制要件化されず「知識ベース（自主対策）」とさ

れた為、実効性のないものになった。1991年時点で具体

的不都合発見が期待されていた PSA も長年実施されず。

また 1991 年から 1996 年にかけてアメリカで実施され

た外部事象（自然災害等）を含めた確率論的安全評価「外

部要因評価（IPEEE）」を受けて 2004 年に事業者・規制

当局双方で実施した地震PSAでは、国内の炉心損傷頻度

の基準大幅超えプラントが多数存在。電事連・事業者間

の議論によって公表されず。2009年電事連資料では、外

部事象の確率論的安全評価は 2018 年前後をめどに試評

価、2023 年ごろに安全規制を本格化予定に。また 2010

年電事連議論において「確率論に基づく検討を行う際に

は内部事象を対象とすることと」とされた。PSAの評価

対象を内部事象（機械故障・ヒューマンエラー）に限定

した結果、海外と比較して炉心損傷確率が低く高評価と

なり SA 対策改善を更に怠る結果に。また日本における

SA対策はIAEAの5層の深層防護（1996年）における設

計事故（第3層）までを対象としており、設計基準事故

を超える事故は過去日本国内で起こった事故について

想定し、しかも自主対策で、放射性物質の漏洩・飛散等

避難を要する第5層の事態は想定外のままであった。ま

た原発設備について、1991年から原子力安全委員会等で

長時間全電源喪失（SBO）を原因にした炉心損傷の危険

性について議論されていたが、結局1993年に長時間SBO

は考慮する必要なしと判断され、しかもその報告書は非

公開とされ、以降長時間SBOへの備えに関する制要件化

等は長期間放置された。

 複合災害対策

2007 年に発生した新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原

子力発電所内での火災を発端にして、新潟県を中心に原

子力発電所が大規模自然災害によって被災し、もしくは

被災することが懸念される場合も含んだ複合災害の想

定に関する要望が保安院とその他の関係機関に出され

た。しかし、保安院は 2009 年に「複合災害は蓋然性の

極めて低い事象であるため、複合災害への対応は、現在

の原子力の防災体制を基本に、効果的かつ効率的な対応

を検討することが合理的」との素案を原子力防災小委員

会に提出。消極的な姿勢を続けた。また国や自治体が、

既存の原子力防災体制との整合性や検討プロセスに拘

ったことが、原子力地域防災計画の早期見直し実現の障

害となり、結果として住民の安全確保が実現できなか

った。

【 事故以前、東電は何を重視していたか 】

「コストカット」及び「原発利用率の向上」（報告書ｐ

483「5.3.1東電のリスク管理体制の問題点」）

【 教訓とは何か 】

 誰の教訓となるのか。

膨大な対策費の必要性が予想された地震・津波対策に

ついて、対応出来たのは勿論経営層であった。津波の

様な大規模自然災害は、原発構内の運転員・作業員が

臨機応変の対応でその発生を防ぐ事が不可能である以

上経営側による事前の備えこそ必要な対策であった。

 大企業・原発産業特有の教訓なのか。

コストと安全の衝突、潜在リスクの早期発見と事前の

備えの重要性は、あらゆる事象に共通する課題であり、

如何なる場面でも活用可能な教訓であると言える。

 報告書の事実をどう活かすのか。

原発事故との差異を強調すれば国会事故調報告書の内

容は何の教訓にも成り得ない。報告書記載の事実の中

から自らの抱えるリスク問題との共通点を探し、考え、

行動に移すことこそが重要となる。また、安全費用捻

出の為の根拠・前例を示す必要がある場合に利用する

事も可能ではないだろうか。

まとめ

対処可能な安全対策に関する要望を指して「ゼロリ

スク幻想」だと糾弾するのは容易い。今までと同じ

過去に起こった事故にのみ対応するリスク管理で

十分だとする事、継続的な安全対策の拡大を放棄し

現状維持に徹するのも容易い。規制当局への報告書

の分厚さだけを根拠に規制が厳しいとぼやくのも

自由だ。しかし急加速する高度科学社会において事

前の安全策を怠れば即大事故に繋がり、結果的に科

学社会の破壊・停滞を引き起こしかねない状況であ

る以上「事前の安全策の実施」は欠かすこと・戻る

ことの出来ぬ必然的な安全対策に関する社会的な

要求と言えるのではないか。発展性と安全性の両立

は当然であり、求められる安全性の向上を顧みない

発展は砂上の楼閣と同様である。寧ろ、今回の事故

で明らかとなった事態を教訓に、様々なリスクを積

極的に把握し的確に対処出来る能力を獲得する事

こそ、真に社会が継続して発展し得る道だと確信す

る。上空を飛ぶ旅客機の過密が叫ばれて久しい昨今、

世界各地に設置されているレーダーを停止させ、旅

客機の操縦手の目だけに頼った安全対策に戻し、パ

イロットの勝手気ままに旅客機を航行させろと主

張する人はいないだろう。しかし、この安全対策が

実施されるまでには航空機同士の空中衝突事故等

の膨大な犠牲が伴っている。今回の事故で発生した

犠牲もまた無駄にしてはならない。さらに「経営層

向けの教訓」であると先に解説したが、この世界に

生きる一人ひとりが、己が人生を統べる経営者でも

ある。国会事故調報告書の記載内容をきっかけに、

一人ひとりが自らの重要性に気付き、リスクと向き

合いつつ積極果敢に人生を切り開く道を歩んでい

ってほしいと願っている。

【 主な参照文献 】

「国会事故調報告書」、「福島原発、裁かれないでい

いのか（古川元晴・船山康範）」
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例会予定

2016年

２月１０日 水曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生の著書から学ぼう

    「第三の経済学」を輪読しよう 第６回

場所  ： 港区新商工会館

担当  ： 未定

２月は第２木曜日の２月１１日が休館日のため、第２

水曜日となります。

３月１０日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生の著書から学ぼう

    「第三の経済学」を輪読しよう 第７回

場所  ： 港区新商工会館

担当  ： 未定

開催場所：港区新商工会館

（１０月より港区海岸１－４－２８へ移転）

港区新商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸1-4-28  TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩６分、
ＪＲ浜松町駅北口から徒歩およそ７分 、
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B２出口からおよ
そ徒歩10分

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。

※ 年会費はありません。

※ 「じょうはん」発送のお申込は、

E-mail： info@iki2life.com
まで、Mailでご連絡下さい。

※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。

※ ホームページもご確認下さい。

   http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

編集後記

１２月には、「第三の経済学」の輪読に戻り、平

井氏よりお話をしていただくこととしておりまし

たが、平井氏が急用が発生し参加できなくなりま

したので、急遽、郷津氏に前月に引き続き第３回

目としてお話を伺いました。

平井氏には改めて来年１月にお話を伺うことと

いたしました。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)


