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要 約 

 

I. 2030年のエネルギー・環境政策の選択のための論点 

1. 限界と制約 

 

・21世紀に生きる私たちは、さまざまな深刻な課題に直面している。原発事故を経験したことによ

る、環境・社会的諸課題も深刻である。それらを無視して、未来をバラ色に自由に選ぶ選択肢は私

たちには残されていない。 

 

・原発については、①福島や女川など事故の直接影響、規制体制見直しによる運転制約、②40年で

廃炉にする政府の基本方針による運転年数の制約、③活発化する地震リスクによる制約、④地元住

民・周辺自治体の合意を得ることの難しさによる制約、⑤原発にかかるあらゆるコストを含めた場

合の膨大な負担の観点からの経済合理性の面での制約、⑥使用済み核燃料の保管、放射性廃棄物の

処分の点からの制約などがある。 

 

・気候変動については、異常気象など温暖化の被害による、飢餓や貧困に苦しむ低開発の国々の発

展の遅れ、日本の生態系への影響、世界経済への深刻な影響などが予測され、対応が急がれる。産

業革命前に比べて２度未満に気温上昇を抑える国際的な目標に照らし、今の各国の目標では 60～

110億トンの削減量が不足する。先進国は 2020年に 25～40％削減をし、途上国も相応の削減をし

て、2015年までに世界の排出量を減少に転じさせる必要がある。今のエネルギー政策が 2050年の

行方を左右するため、先送りする余裕はない。 

 

・化石燃料については、ピークオイルをはじめとする資源ピークの問題が顕在化している。非在来

型の石油（タールサンド、シェールオイル）、シェールガス、メタンハイドレードなどには深刻な

環境影響などもあり、利用には課題が大きい。石炭を含め、化石燃料価格は上昇傾向にあり、今後

のさらなる高騰が予想される。化石燃料は、CO2リスクだけでなく、供給リスク、経済性リスクか

らも、依存を低減させていく必要がある。 

 

２．経済とエネルギーの将来見通し 

 

・先進国では、経済のサービス化、産業構造の転換、省エネ対策の実施などによって、GDPあたり

のエネルギー消費量、GDPあたりの電力消費量、GDP当たりのCO2排出量は減る傾向にある。しかし、

90年以降の日本ではいずれも横ばい傾向であり、他国に比べ省エネ・CO2削減が進んでいない。 

 

・日本の政策議論では、今もなお経済成長とともにエネルギーが増えると認識されている。政府の

想定では、2030年の粗鋼生産、セメント、製紙、化学などの産業の生産量や、貨物輸送量、家庭や

業務の活動量が、過去のトレンドに比べて異様に増加するなど、過大に想定されている。 
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・マクロフレーム、生産量、輸送量が右肩上がりで過大に想定され、「省エネは難しい」と議論す

ることは問題である。今後は、資源・環境制約を前提に、エネルギー・CO2を減らすことで環境負

荷を減らしながら、経済を発展させ雇用を増やすビジョンを描くことが必須である。 

 

・これからは、大量生産・消費社会から持続可能な社会への移行に向けたビジネスが有力になる。

産業構造が変わっていくことは必然である。 

 

３．経済への影響の考え方 

    

・経済影響を分析する経済モデルの結果は、未来を正しく予測するものではない。構造転換や日本

の潜在的成長率、技術牽引効果は十分予測されないし、新しい産業の創出やそれによるプラスの経

済効果を適切に評価できない。 

 

・同じ負担でも、意味が異なる。再生可能エネルギーへのお金は、国内・地域で循環し、国内経済

の発展に寄与されるが、化石燃料へのお金は、海外メジャーに流出するだけで国内にリターンはな

い。また、省エネへのお金は、投資回収年を長く設定すれば、十数年から数十年のエネルギーコス

ト低減効果が期待できる。 

 

・現世代の負担を軽くすることは、将来世代に負担を先送りする場合も多い。 

 

・再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）の賦課金（電気料金への上乗せ）は、2030年

に 35％まで再生可能エネルギーを増やす場合でkWhあたり 2円程度と試算されるが、化石燃料価格

上昇による電気料金上昇は今後 5～10円以上と考えられ、再生可能エネルギーを増やすことはそれ

を抑制する効果がある。また、FIT制度は、雇用増加、エネルギー自給率向上、CO2削減などのメリ

ットも生む。 

 

・原発立地地域の経済に関しては、全国の課税対象所得の比較でみると、地域住民に帰属するメリ

ットには他地域と特段の差が見られない。福井県の場合、原発を停止する代わりに県内での他の分

野の生産比率を 6％向上させれば、同じだけの雇用効果が得られる。また原発運転存続より、廃炉

事業の方が県内の経済効果が期待できる。 

 

４．社会システムの選択肢 

   

・エネルギー社会の未来像は、大きく「原発温存社会」・「化石燃料使い切り社会」・「省エネ・自然

エネルギー切り替え社会」の 3つが想定できる。原発温存社会は、原発関連ビジネスや雇用に配慮

されたものと言えるが、原発の新規建設も困難な今は、原発関連ビジネスには将来性がなく、経済

合理性もない。これを選ぶことは、事故後日本が何も決断しない社会に等しい。「化石燃料使い切

り社会」は、経済的優位性、安定供給の確保などから支持される可能性があるが、環境破壊の道で

あり、価格高騰によって経済性も失われる可能性があり、不安定な社会となる。「省エネ・自然エ

ネ切り替え社会」は、既存システムからの大きな転換を意味するため政治的抵抗が大きいが、環境
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保全、エネルギー自立という点で最も優れ、持続可能な選択肢である。それを選ばないということ

は、将来にツケを押し付ける選択とも言い表せる。 

 

・電力システムに関しては、従来の「大規模集約」型から「地域分散」型へのシフトをどのように

どこまで進めるかが私たちの選択となる。従来の 10電力会社の地域独占によって発電から送配電、

小売りまでを一括管理するシステムは、安定供給のために守られてきたが、再生可能エネルギーの

普及を阻害してきた最大の要因でもある。地域に分散する再生可能エネルギーを増やすために、広

域に送電を統合して中央制御を行うシステム、発送電分離、再生可能エネルギーの系統への優先接

続、需要マネジメントシステムなどの整備が必要となり、その大きなシステムの転換を実現し、電

気が選べる社会を後押しするかは、私たちの選択である。 

 

Ⅱ.持続可能なエネルギー環境シナリオとその実現可能性 

１．市民団体のシナリオ 

 

・3.11後に、環境ＮＧＯ５団体が各々にシナリオを発表している。それぞれに独自の試算であるが、

大きな方向性として、脱原発、化石燃料依存低減を図りながら、気候変動を防ぐために温室効果ガ

スを削減することも実現することを目指して、現実的にそれが可能であると示すシナリオとなって

いる。 

 

・これまで出された政府系のシナリオとの違いは、①原発を廃止することを前提としていること、

②より大きな省エネの可能性を示しており、なかでも産業部門の削減率が大きいこと、③将来の再

生可能エネルギー中心の社会を想定し、再生可能エネルギーの大幅普及を見込んでいること、④CO2

削減として、2020年に 90年比 25％を達成し、2030年には 46～58％の削減を見込んでいること、

などに顕著にみられる。 

 

２．持続可能な社会への変革の実現可能性 

 

・省エネ・温室効果ガス排出削減の実現可能性は十分にあるが、過小評価されている。原発とCO2

のトレードオフの関係が指摘されるが、省エネの強化で、原発を減らしながらCO2を減らすことが

できる。大幅な省エネの実現には、エネルギー消費の多い、エネルギー転換（発電）部門と産業部

門の削減が欠かせない。発電部門・産業部門において、熱利用、効率向上を進める対策は、対策の

重点である。また工場でのリサイクル割合の増加、オーバースペックの解消等の省エネ対策余地が

ある。CO2削減のためには、石炭から天然ガスへの燃料転換が大きく寄与する。政府では、省エネ

法においても対策強化は検討されておらず、経団連自主行動計画に依存しているが、有効な手段で

あるキャップ＆トレード型の排出量取引制度、より効果的な炭素税の導入、石炭規制、住宅・建築

物対策などの政策を速やかに導入することが求められる。 

 

・再生可能エネルギーについて、国内の導入ポテンシャルは非常に大きい。また、指摘されるさま

ざまな課題は、将来に向けて解決が可能である。割高な発電コストが普及拡大の課題とされるが、
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むしろ、化石燃料依存・原発依存のコストに予測される大幅な上昇に比べ、コストダウンも期待で

き、近い将来は安くなるとされ、化石燃料高騰にかかる費用を相殺する効果がある。電力システム

の課題は、広域での系統運用を実現し、出力調整、需要側のマネジメントシステムを組み合わせれ

ば、蓄電池などコストがかかる方法に頼らず解決が可能である。さらに、雇用効果は大規模集約型

発電システムの場合よりも大きいとされ、経済の押し上げ効果は、大幅普及を後押しする要素とな

る。 

 

勧 告 

 原発、気候変動、化石燃料の限界と制約を踏まえれば、私たちには、「省エネ・自然エネ切り

替え社会」を選ぶしか道はない。これからの日本では、2030年には確実に原発ゼロとなってい

る社会をめざし、具体的なタイムスケジュール、工程表を策定すること 

 

 脱原発社会は、気候変動問題を犠牲にすることでも、経済を犠牲にすることでもないことを、

本報告書で明らかにした。電力システムを改革し、産業構造を転換し、新たな経済・産業を興

していくことで、日本を再生する方針を明確に示すこと 

 

 明確な方針の下、脱原発とともに、省エネ目標、再生可能エネルギー導入目標、温室効果ガス

排出削減目標を、本報告書の市民団体のシナリオに基づき野心的に設定すること 

 

 上記目標を達成するために、具体的な政策・措置の導入、既存の政策の見直しを速やかに実施

し、今後もその見直し・強化を取っていくことが可能なプロセスを構築すること 

 

 選択肢の決定の際には、民意を限りなく公正に反映するべく、国民的議論をおこない、民主的

に日本のこれからのあり方について決定すること 
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本 文 

 

はじめに 

 

 福島第一原発事故を受け、2011 年秋頃より、エネルギー・気候変動政策の抜本見直しの検討が

進められている。これまで、環境省の「中央環境審議会地球環境部会」及び「同部会 2013 年以降

の対策・施策に関する検討小委員会」、資源エネルギー庁の「総合資源エネルギー調査会基本問題

委員会」、内閣府の「原子力委員会新大綱策定会議」などで検討されている。その結果を踏まえ、

政府の「エネルギー・環境会議」が複数の選択肢を国民に提示する予定だ。そして、これから国民

的議論を行い、2012 年夏には、政府としての新方針が決定されることになる。 

 

エネルギーシナリオ市民評価パネル（エネパネ）は、エネルギー・気候変動政策の見直しに当た

り、既存研究やシナリオの課題、これまでの検討プロセスにおいて明らかになっている問題点を踏

まえて、日本のこれからの方向性を提示する必要性を共有したメンバーが集って発足した。メン

バーが所属する各団体では独自に発表した試算や提言もあるが、エネパネは、それらを総合して

評価するとともに、政府の検討や試算との比較や課題整理も行い、エネルギー・シフトを進める

観点から共通のメッセージを発信することを目指している。 

本「エネルギー・環境のシナリオの論点」は、エネパネとして 3 つ目の報告書となる。 

報告書ではまず、2012 年夏に決定予定のエネルギーと地球温暖化対策のあり方を考える上で重

要な論点について検討をしている（I-1 章）。そして、将来を見通すときに注意して見るべき経済

や産業のあり方に触れ（I-2・3 章）、どのような社会の選択肢があり、それはどのような意味なの

かをわかりやすく示している（I-4 章）。それらを踏まえた上で、各 NGO が提案しているシナリ

オに共通するビジョン、そしてその実現可能性について検討を行っている。（II-1・2 章）。 

 

2012 年の夏は、震災・原発事故を経験した日本が、これからのエネルギーと環境の問題をどう

していくのかという大きな方針を決定する重要な時期となる。 

私たちは、本報告書が、私たちに問われる「選択」の意味について、市民一人ひとりが、“考え”

を持つための一助になればと期待する。そして、政策議論の場では、オープンなプロセスで市民が

積極的に参加し、本報告書で指摘した内容を含め、しっかりと議論が尽くされた上で、民主的な

方法で、最終方針が決定されることを望みたいと考えている。 
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Ⅰ．2030年のエネルギー・環境政策の選択のための論点 

 

１．限界と制約 

 

地球環境問題が深刻化し、資源浪費型、環境破壊型の発展形式がもはや持続的でないことが認

識されている。今年は 1992 年の地球サミットから 20 年になるが、地球環境問題は解決に向かう

どころかますます悪化していると評される。21 世紀に生きる私たちは、さまざまな深刻な課題に

直面している。さらに日本では、原発事故という未曾有の事故を経験したことによる、環境的・

社会的諸課題も深刻である。 

これからの社会の基盤となるエネルギー・環境対策のあり方を検討するにあたっては、持続可

能な社会づくりへ向かう国際的な潮流に沿い、地球の限界や社会的な制約を十分に踏まえること

が大前提である。それらを無視して、未来をバラ色に自由に描ける選択肢は、私たちには残され

ていないことも認識しなくてはならない。 

 

 

1.1 原発の限界と制約 

 

 事故前に 54 基だった原子力発電所のうち、福島第一原子力発電所の 4 基はすでに原発基数から

除かれ、現在の日本の原発は 50 基と数えられる。福島第一原発事故により、原発利用は、以前よ

りもさらに厳しい状況にあり、様々な制約を受けると考えられる。 

 

1.1.1 事故の直接影響による制約 

 

 東京電力の福島第一原発の 5、6 号機、及び、その近隣の福島第二原発の 4 基については、福島

県が「ふくしまの地において、脱原発という考え方の下、原子力に依存しない社会づくりを目指

す」1 という方針を示していることや、今もなお続く福島の人々の置かれた困難な状況を踏まえれ

ば、福島県下で原発を運転させることはまず困難である。地震・津波の大きな被害を受けた東北

電力の女川原発の運転再開も、現実性は相当低い。 

 また、それだけでなく、他の全国の既存原発についても、「安全基準」の妥当性も規制行政の正

当性も崩壊している現在、最低でも福島第一原発事故の原因究明が完了し、その経験・知見に基づ

いた根本的な見直しがなされない限り、運転の再開は困難である。 

 

1.1.2 政府方針による制約 

 

 2011 年 7 月 13 日、菅首相（当時）は、原発依存度を下げ、将来は原発に依存しない社会を目指

す方針を示し、野田首相もそれを受け継いでいる。また、2012 年 1 月 6 日に細野環境大臣は、運

                                            
1 『福島県復興ビジョン』、2011.8 http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/fukkouvision_volume.pdf 

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/fukkouvision_volume.pdf
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転開始から 40 年が経過した原発を原則として廃炉にする「40 年運転制限制」の導入を発表し、政

府は、原子炉等規制法の改正案を国会に提出した2。ここから政府の基本方針は、40 年以上の老朽

原発を利用し続けないことと受け止められる。これを踏まえれば、40 年以上の運転延長という方

法による原発の利用継続は、基本的には想定できない。 

 

1.1.3 地震リスクによる制約 

 

原発事故後の 2011 年 5 月、菅首相（当時）の下の政治判断によって、深刻な地震のリスクが指

摘されてきた中部電力の浜岡原発の運転が停止された。また、2012 年 4 月 24 日には、経済産業省

原子力安全・保安院が、福井県の日本原子力発電敦賀原発2号機の下を通る断層が活断層に連動し

ている可能性があるとして日本原電へ再調査を指示しており、専門家からも廃炉の必要性が指摘

されている。このように、既存原発の地震や津波に対する安全対策が不十分だったことが明らか

になっており、全国の原発の立地条件について詳細な再調査が実施されれば、廃炉にせざるを得な

い原発も出てくると見られる。 

もとより日本は、世界的に見ても地震多発地帯にある。しかも地震の大活動期に入ったといわれ、

各地で高確率の大地震発生も警告されている。地震リスクによる制約は非常に大きい。 

 

1.1.4 合意制約 

 

 原子力規制庁の発足前にストレステスト一次評価のみで大飯原発の安全確認を発表するという

政府の拙速な動きに対し、国民の不信は高まっている。事故が起これば、その影響は広い範囲で

周辺自治体にも及ぶ。周辺自治体やその住民も含め、国民の理解を得た上で、原発を再稼働させ

ることのハードルは高く、現に多くの自治体・都道府県から異議があがっている。また、建設中の

大間原発や島根原発3号機の工事再開・運転開始、上関原発等計画中の原発の新規建設に関する国

民・住民の合意形成には一層の困難が予想される。従前でも計画の遅れは常態化していたが、事

故後の今、計画の実現可能性は、以前と比較にならないほど低い。 

 

1.1.5 経済合理性制約 

 

 政府のコスト等検証委員会の報告3により、原発のコストは過去の試算より高かったと上方修正

された（5.4 円/kWh→8.9 円以上/kWhへ）。またその試算では、損害賠償費用や、除染費用、廃炉

費用、放射性廃棄物管理費用などが過小評価されていると指摘されている。安全対策強化による建

設コスト等も上昇する。これに事故時の被害に見合う規模の膨大な保険コストを勘案すれば、原発

に依存する経済合理的な理由は見出すことができない。 

 

1.1.6 放射性廃棄物制約 

 

                                            
2 2012 年 5 月末現在で、未成立。 
3 国家戦略室「コスト等検証委員会報告書」2012.12.19 http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive02_hokoku.html 

 

http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive02_hokoku.html
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 日本の原発からは毎年約 1000 トン（全原発が運転された場合）の使用済み核燃料が発生してい

る。これまで日本は、取り出したプルトニウムの高速増殖炉利用を前提に、全量再処理政策を掲げ、

英仏に使用済み核燃料を輸送してきた。また、海外再処理に代わるものとして青森県六ヶ所村に大

規模な再処理工場を建設、年間 800 トンの再処理を行うとしてきた。しかし、取り出したプルトニ

ウムを利用する高速増殖炉の開発は、原型炉段階の「もんじゅ」も 1995 年に事故を起こしてから

実質的に稼働しておらず見通しが立っていない。六ヶ所再処理工場の当初の建設費 6900 億円は 2

兆 3000 億円を超え、19 回目の本格操業の延期を余儀なくされ、すでに政策破綻している。 

 実際には、再処理をしてもしなくても、放射性廃棄物の処分問題は解決できず、取り扱う放射性

廃棄物の量が増えることで、かえって問題を深刻化する。また、すでに日本の分離プルトニウム保

有量は 45 トン（国内 10 トン、国外 35 トン）に上り、プルトニウムは、使用済み核燃料から分離

されると取扱が格段に容易になるため、核拡散の観点からも非常に問題である。これ以上無用なプ

ルトニウムを増やさないよう、六ヶ所再処理工場の操業は停止する他ない。 

 現在、国内の使用済み核燃料はいったん原子力発電所の貯蔵プールで冷却されたのち六ヶ所再処

理工場へ運び込むことになっている。しかし、すでに各原発の使用済み核燃料プールの保管容量（2

万 630 トン）の 7 割近くが埋まっているとされ、毎年 1000 トン発生すれば、6 年ほどで満杯にな

る。 

 100 万年という長期にわたる管理が必要な使用済み核燃料をこれ以上増やすことは、将来世代に

大きなリスクと負担を押し付けるものとなる。まずは、すでに発生している使用済み核燃料のため

の中間貯蔵施設の建設計画をそれぞれの電力会社ごとで明らかにし、最終処分場選定のための国民

的な議論を始めなければならない。原発の操業は、廃棄物の道筋がたってから初めて可能となる。 

 

 ここに掲げた原発の制約ほとんどは以前から存在するものである。これらを度外視した計画や

方針は実現可能性がなく、絵空事でしかない。過去にも非現実的な計画を繰り返してきたが、

3.11 を経験した現在、今後の計画づくりの中では、これらの制約は決して無視できない。 

 なお、仮に原発を運転再開できたとしても、政府の「原発依存低減」方針に沿って、これらの制

約を踏まえ、40年廃炉、福島第1・第2の廃炉、地震の危険性の極めて高い原発の廃炉、新設なし、

と見積もれば、2030年の原発の発電電力量は最大でも 10％程度しか見込めず、確実に縮小してい

く成り行きにある。「脱原発」は、「すべきか」の問題ではなく、「いつまでに」の問題だと位置

付けられる。逆に発電電力量の 10％以上の原発比率を見込む場合には、たとえば、運転期間を 40

年以上に延ばす、福島第二や浜岡原発の運転を再開する、新たに増設する、稼働率を上げる（事故

前で約 60～70％であったのを 80％にするなど）など、先の制約条件のいずれかを破らなければな

らない。そのような想定は現実的とは言えない。 

 

表 I-1-1 原発の制約要件 

制約要件 該当原発 根拠・理由 

①事故の直接影響 福島第一・第二、女川 地震・津波・事故 

②政府方針 （随時対象） 原子炉等規制法案 

③地震リスク 浜岡・敦賀、他 地震多発地帯・地震の大活動期 

④国民・住民合意 全国の既存、建設中・計画中原発 国民合意なし 

⑤経済的合理性 全原発、計画中原発 コスト試算、保険コスト 
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⑥放射性廃棄物 全原発 再処理破綻、保管場所制約 

1.2 気候変動の限界と制約 

 

1.2.1 既に起こる被害と予測される悪影響 

 

猛暑や洪水などの異常気象が頻発

し、地球温暖化の影響は既に世界各

地で顕在化している。特に温暖化の

影響に脆弱な低開発途上国において

は、海面上昇により住居を追われ、

キリバスなど国をあげて移住を余儀

なくされる“気候難民”も現実化しつ

つある。ヒマラヤ山脈などの氷河融

解は加速しており、近い将来に数十

億人が水不足に直面し、干ばつの長

期化などさらなる異常気象の増加も

予測される。これら温暖化による被

害は、すでに飢餓や貧困に苦しむ低

開発地域においては発展を遅らせ、

地域紛争を激化させる。また、グロ

ーバル化の中では、タイの洪水が日

本の製造業を直撃したように、日本

や世界の経済にも深刻な影響を及ぼ

す。 

日本への直接の被害も顕在化して

いる。猛暑による熱中症の患者数は

過去 10年で 5倍近くに激増し、ゲリ

ラ豪雨の頻発など今までの都市イン

フラでは対応を想定していない雨量の大雨被害が増加している。また日本の主食であるコメなど

農産物の品質低下が顕在化し、ブナの適地が 2050 年には現在の７％に減少する予測など日本固有

の生態系の大きな変化も予測されている4。 

3 月に発表された IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の異常気象レポート「気候変動の適

応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報告書（SREX）」は、世界各地に頻発

する異常気象を俯瞰し、さまざまな異常気象の増加を予測している5。たとえば今は 20年に一度の

猛暑が、このままの排出量が高めのシナリオ（A1B）では、今世紀末には 2 年に一度の頻度になる

可能性が高いとし、同じシナリオにおいて、日本では 2100年には30度以上の真夏日が年間で100

日を越えることが予測されている。 

なお、温暖化することはもはや避けられない。私たちに残されているのは、気温上昇のレベル

                                            
4 環境省「気候変動への賢い適応―地球温暖化影響・適応研究委員会報告書」2008 
5 IPCC 「気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報告書(SREX)」2011 

図Ⅰ-1-1 日本における気温上昇に応じた影響 

（出典：環境省パンフレット「日本の気候変動とその影響」2009.10） 
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をどこで抑えられるかという選択だけである。日本における平均気温上昇が 3.2 度の場合6、洪水、

土砂災害、高潮被害、熱ストレスによる死亡リスクなどによる被害額の試算合計は年あたり約 17

兆円にのぼると予測されている7。世界全体では温暖化対策をとらない場合には、現在から将来に

わたって温暖化による被害額は、一人当たり消費額の 5％強になり、より広範囲のリスクや影響を

考慮に入れれば、20％に達する可能性があることがスターンレビュー8によって指摘されている。

温暖化対策を遅らせることは、次世代へツケを回すことに他ならない。 

 

1.2.2 2020年削減目標の重要性 

 

気候変動枠組条約の交渉会議では、人間社会が温暖化の悪影響にかろうじて適応できるレベル

に抑えるためには、産業革命前に比べて2度未満に気温上昇を抑えることが目標として合意されて

いる。しかし、2011年に決定されたカンクン合意の中で、各国が国際的に提示している2020年の

削減目標は、すべて達成したとしても、国連環境計画の報告では 60 億トン～110 億トンの削減量

が足りず9、結果として 3～4 度の気温上昇となることが予測される10。 

2 度未満を達成するには、少なくとも大気中の温室効果ガス濃度を 450ppm（現在は 389ppm）

以下に安定化させねばならないが、そのためには、今も増え続けている世界全体の排出量を 2015

年までには減少に転じさせなければならない（ピークアウトと言われる）。そして、先進国は 2020

年に 25%～40%の削減を、そして急速に開発が進む途上国も相当量の削減行動をとらなければな

らない11。温暖化対策を先送りする余裕は全くない。 

気候変動の最大の要因は、化石燃料の消費による CO2 の排出である。これをいかに減らすかが

最大の課題である。 

IEA（国際エネルギ

ー機関）によると、

2035 年までに許容さ

れるエネルギー起源

CO2総排出量の 5分の

4 は、既存の資本スト

ック（発電所、建物、

工場など）にすでに固

定 化 さ れ て い る 。

2017 年までに新規の

厳格な温暖化対策をと

らなければ、その時点

                                            
6 IPCCのA1B(高度経済成長で化石燃料源と非化石燃料源バランス重視社会)シナリオの場合の 21世紀末の予測値。ち

なみに現在の世界の排出量はこの A1B シナリオを上回っている。 

7 文部科学省・気象庁・環境省「日本の気候変動とその影響」2009 
8 Nicholas Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006 
9 UNEP,  Bridging the Emission Gap, 2011 
10 Niklas Höhne et el, “After Durban: Risk of delay in raising ambition lowers chances for 2°C,while heading for 

3.5°C” 
11 IPCC、「第 4 次評価報告書」 

図 I-1-2 世界のエネルギー起源 CO2排出量の推移 

（450ppmシナリオと、遅延なし、2015年、2017年、2010年に対策が遅れた場合） 

出典：IEA World Energy Outlook 2011 
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で導入されているエネルギー関連インフラが、2 度未満を実現するために許容される CO2 のすべ

てを排出してしまうと警告している。また、対策が遅れるほどコストがかかるとし、温暖化対策

の先送りは経済的にも誤りであると結論づけている12。 

対策の遅れは気候変動問題の解決の観点からは致命的であり、日本においても 2020 年へ向けた

温暖化政策の計画と実施が急務である。 

 

1.2.3 求められる最大限の国内の削減努力 

 

なお、エネルギー効率の高い日本においては限界削減費用が高いため、日本国内において努力

するよりも、日本の技術移転により途上国で削減を実施すればよいと考える風潮がある。しかし、

日本の一人当たり排出量は、今もなお途上国の数倍にあたる 9 トンである。2050 年には世界全体

で排出量を 50～80％減少させなければならないが、その時の一人当たりの排出量は、50％減の場

合で 1.3 トン、80％減の場合では 0.5 トンに相当する13。今後 40 年弱で、現在の 9 トンから 1.3

トンへと下げるためには、日本国内においても最大限の削減努力が必要である。 

発電所等のインフラはリードタイムが 10 年以上あり、稼働期間が数十年に及ぶ。すなわち、た

った今のエネルギーの選択が、2050 年の温暖化の行方を左右することになる。先進国の責任とし

て、日本が温暖化対策の手綱を緩める猶予がないことは明らかである。少なくとも国際公約した

25%削減に向けて最大限の努力を行う義務があり、さらに途上国の削減を支援する必要がある。 

以上述べてきたように、気候変動制約から見れば、化石燃料を使い続け、エネルギーを大量消

費する選択は、地球環境の存続のためにはない。 

 

 

1.3 化石燃料の限界と制約 

 

1.3.1 化石燃料に大きく依存する日本 

 

日本は、一次エネルギー供給の 83%（2010 年度）を石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料に依

存し、そのほぼ 99%を海外からの輸入に依存している。電力についてもその約 65%（2010 年度）

を化石燃料に依存しており、3.11 後は、その割合はさらに高くなっている。 

日本にとって化石燃料の輸入価格は 2000 年以降、原油価格は最大で 4 倍程度まで高騰したが、

天然ガス（LNG）の価格も 3 倍以上に上昇している。また、石炭（一般炭）についても 2004 年以

降、2 倍程度に価格が上昇しており、2008 年のリーマンショック後の価格下落の後、2011 年には

再び 2008 年の価格水準に達しつつある14。化石燃料を使用する負担は極めて大きくなっている。 

 

1.3.2 資源ピーク 

  

将来の化石燃料のトレンドを予測する上で、近年、多くの学者が警鐘を鳴らしている「ピークオ

                                            
12 IEA, World Energy Outlook, 2011 
13 2050 年の温室効果ガス排出量（2000 年比 50％減と 80％減）を、国連の「世界人口推計 2010 年版（2010 Revision of 

World Population Prospects）」で推計された 20 50 年の世界人口 93 億人で割った数値 
14 資源エネルギー庁「エネルギー白書 2011」 
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イル」を始めとする資源ピークの問題を真剣に考える必要がある。原油の生産量は近年の研究で

2007 年頃から頭打ちとなっており、価格に対する弾力性もそれ以前に比べるとかなり小さくなっ

ている。そのことから、もはやこれまでの「安い原油」についてはすでに生産量のピークを迎え、

今後はその供給量が減少していく時代に入ったことになる。 

いわゆる非在来型の石油については、深海油田やカナダのタールサンド、米国のシェールオイ

ル、さらには極地での油田開発まで様々な開発が行われているが、いずれもコストが高く、環境

に深刻な影響を与えることから、それらの利用は避けなければならない。 

天然ガスについても世界全体では今後数十年間のうちに生産量のピークを迎えると言われてい

る。最近のアメリカでの「シェールガス革命」については、地下水汚染などの環境問題や様々な問

題点が指摘されており、その将来は不透明であり、日本での利用を進めるには課題も大きい。国

産の化石燃料として注目されているメタンハイドレートについても、調査が開始されたばかりで

あり、採掘時のメタン漏洩など環境への深刻な影響が懸念される。 

石炭については、資源枯渇の懸念が最も小さいとされ、価格優位性から、特に発電部門での利

用が世界的に進んでいる。しかし、その石炭についても、供給面でも数十年後には世界的にピー

クを迎えるのではないかという予測も出始めている15。また、気候変動問題の観点から石炭の利用

には各国で各種の規制が始まっており、炭素価格上昇、需要の高騰の両面から、その優位性は失

われつつある。 

 

1.3.3 高騰が予測される化石燃料価格 

 

 世界的な化石燃料のトレンドをまとめた IEA のレポート「世界エネルギー見通し（World Energy 

Outlook 2011、WEO2011）」によると、今後、2030 年までの化石燃料価格のトレンドは上昇傾向

となり、特に原油価格の大幅な上昇が予測されている。 

 また、世界市場において石炭価格が、IEA の予測を超えて着実に上昇しており、IMF の統計16

によると 2011年の平均の石炭市場価格は 130 米ドル/トンに達している。その価格は、WEO2011

で予測している 2030年の価格116ドル/トンをはるかに超えており、IEAの予測の不確実さを物語

っている。 

天然ガスについても、日本向けの 2011年の平均価格はすで 2010年の平均価格の 1.5倍になって

おり、IEAの 2030年の予測価格に匹敵する水準に達しており、ここでも、IEAの天然ガス価格の

将来予測は明らかな過小評価となっていることがわかる。日本向けの国際価格とアメリカ国内の

価格がシェールガスの影響で確かに遊離しているが、シェールガスのさまざまな問題（環境問題な

ど）を考えると、日本向けの天然ガス価格が将来的にその恩恵を受けることはかなり難しいと言わ

ざるを得ない。 

さらに、日本にとってはこれに為替リスクが加わり、円安になった場合の高騰リスクを盛り込

むことも必要である。以上のような化石燃料の価格動向から、化石燃料については、石炭や天然

ガスについても将来の高騰リスクを想定し、例えば、IEA の予測カーブに対してリスク分の係数

をかけて、2010 年に対する値上がり幅を 3 倍以上とするなど、幾つかのシナリオを想定した上で

検討する必要があるだろう（表 I-1-2）。そもそもほぼ 100%の化石燃料を輸入に頼る日本が、化石

                                            
15 Our World 2.0, http://ourworld.unu.edu/jp/why-are-climate-scientists-ignoring-peak-oil-and-coal/ 
16 IMF Primary Commodity Prices, http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx 

http://ourworld.unu.edu/jp/why-are-climate-scientists-ignoring-peak-oil-and-coal/
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
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燃料の価格予測を IEA の一つのデータだけで判断するというのは稚拙であり、様々な将来リスク

を盛り込んだ本格的な化石燃料価格の予測が火力発電のコスト分析を行い、将来の化石燃料利用

のあり方を考える必要がある。 

 

以上述べたとおり、資源ピークを考慮し、IEA シナリオを上回るそれと連動する価格高騰リスク

を予測する限り、化石燃料には、1.2 で見た気候変動のリスクだけでなく、供給リスク、経済的リ

スクも深刻である。それらを踏まえれば、化石燃料への依存には限界があり、より安定的なエネル

ギー社会を築くためには、依存を減らしていくしかないと言える。 

 

 

表 I-1-2 化石燃料価格の想定シナリオ（例）（2030年） 

想定シナリオ 原油価格 

[USD/バレル] 

石炭価格 

[USD/トン] 

天然ガス 

[USD/MMBtu] 

基準価格(2010 年平均) 79 106 8.3 

現在価格(2011 年平均) 95 130 13 

基準シナリオ(IEA WEO2011) 

新政策/現行政策(2030) 

117 

135 

109 

116 

13 

14 

3 倍高騰シナリオ(2030) 200 130 18 

5 倍高騰シナリオ(2030) 280 150 23 

10 倍高騰シナリオ(2030) 480 200 36 

 

 

２．経済とエネルギーの将来の見通し 

 

2.1 世界的な経済とエネルギーの関係の変化 

 

 20 世紀は、GDP の増加

とエネルギーの増加が比例

する経済社会構造が主流で

あった。しかし、最近では、

産業構造の転換（エネルギー

多消費製造業から付加価値

の高い製造業へ、サービス

業へ）や省エネ対策の実施に

よって変化し、GDP 当たり

のエネルギー消費量は減る

傾向にある。一方、日本で

は石油ショック後に改善し

たGDP当たりエネルギー消

費量は、1990 年以降になっ

0.6
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図 I-2-1 GDPと一次エネルギー供給の関係 
（出典：IEAエネルギー統計） 
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て横ばい傾向となって

いる（図 I-2-1）。 

 GDP当たりの CO2排

出量は、先進国では経

済のサービス化、すな

わち産業構造の転換に

よって自然に減る指標

だが、図 I-2-2 のように、

1990 年以降の改善率を

比較すると日本とイタ

リアはとりわけ低い。

これは、省エネ・CO2

削減が進まなかったこ

とと低い経済成長率の

ためである（図 I-2-2）。 

 日本は石油ショック

で大きな努力をしたた

め、1990 年以降はもは

や省エネの余地がない

という話が聞かれるが、

1973～1990 年までの改

善率を比較すると、日

本は欧米と比較して特

に高い削減を実現した

わけではないこともわ

かる。 

GDP と電力消費の関

係では、電力化（エネル

ギーに占める電気の割

合が増加）の傾向、産業

構造転換や省電力対策

の３つにより、早い国

では 1990 年以降 GDP

あたり電力消費量が減ってきた。日本は、2000 年以降になって、フランスやギリシャなどととも

に減る傾向に転じたが、全体の中ではかなり遅い（図 I-2-3）。 

 すでにGDPと温室効果ガスの関係では、日本やイタリアのようにGDP成長の小さい国はGDP

と温室効果ガスとの乖離が小さいが、ドイツのような「ものづくり」の国でも、温室効果ガス排出

量を減らしながら、日本よりも GDPの増えた国が西欧には多い（図 I-2-4）17。 

                                            
17 OECD 加盟国に、1990～2008 年の経済成長率が日本より小さい国は、同レベルのイタリアの他にはない。 

図 I-2-2 GDPあたり CO2排出量改善率 

（出典：IEAエネルギー統計） 

 

図 I-2-3 GDP と電力消費量の推移 

（出典：IEA エネルギー統計） 
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図 I-2-4 日本とドイツの GDPと温室効果ガスの傾向 

（出典：GDP: OECD統計、GHG: 気候変動枠組条約への各国通報） 

 

2.2 日本における経済とエネルギーの関係の捉え方 

 

 日本のエネルギー政策の議論18では、今日もなお、経済成長とともにエネルギーも増えるという

基本認識をしている。そして、温暖化や省エネ対策は経済にマイナスだとの認識がされている。

こうした認識に立つのは、将来を見通す場合においても、エネルギー多消費産業を中心に捉えて

いるためと考えられる。とりわけ電力消費については、最近では GDP 当たり電力消費量は減少傾

向であるにもかかわらず、これから GDP が増えればそれに応じて電力消費も増えるとの見方もな

されており、依然として、2000 年以降の構造変化や、将来の省エネの加速、低炭素社会の発展の

トレンドが見通せずにいるようである。 

 

 

2.2.1 エネルギー多消費産業の活動量の想定 

 

 政府の審議会では、鉄鋼など一部の素材製造業の生産量、運輸貨物輸送量を、リーマンショッ

ク（2008 年 9 月）以前のレベルに置いて将来推計を行っている。総合資源エネルギー調査会、中

央環境審議会における、エネルギー多消費産業及び貨物・旅客輸送量の従来実績と今後の想定を

図 I-2-5 に示す。 

 2011 年以降の生産量・輸送量予測として、2 つのシナリオ「成長シナリオ（2010 年代平均実質

GDP成長率 1.8％、2020 年代 1.2％）」と「慎重シナリオ（2010 年代平均実質 GDP成長率 1.1％、

2020 年代 0.8％）」が設定されている。成長シナリオは、大量生産を維持するシナリオであり、現

実味を欠く19。また、「慎重シナリオ」の方が生産量や輸送量は小さくなっているが、粗鋼生産量

だけは両シナリオで同じであり、突出して生産量が多かった 2007 年水準（リーマンショック前で

かつ北京オリンピック前の輸出特需に沸いた）の生産量を 2030 年まで維持する異様な想定になっ

ている。 

                                            
18 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会など 
19 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会では、慎重ケースでのみ経済影響分析を行っている。 
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(a) 鉄鋼の生産の想定    (b) セメントの生産の想定 

(c) 紙板紙生産量   (d) エチレン生産量（化学工業） 

(e) 化学工業生産指数（医薬品製造を含む？） (f) 非石油化学生産指数（医薬品製造を含む？） 

(g) 貨物輸送量    (h) 旅客輸送量 

図 I-2-5 政府の素材製造業の生産量想定、運輸の輸送量想定 
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 その他、セメントや製紙の生産量についても、近年減少傾向にあったものが、逆に一定の生産

量水準を維持し続けることになっている。貨物輸送量は、減少どころか 2010 年以降これまでにな

いレベルに増加することになっている。 

 化学工業では、エチレンだけは最近の傾向を反映し、「慎重シナリオ」では生産減の想定になっ

ているが、化学工業全体、非石油化学では大きな伸びになっている。これは、エネルギー消費で化

学工業の 3%、付加価値額で 40%を占める医薬品を含めた指数を用いて、エネルギー多消費の有機

化学素材、ソーダ工業などを含む化学工業全体の推定を行ったためと考えられる。実際は、2005

年以降の生産指数を見ると、医薬品製造業は生産指数を大きく伸ばしているが、エネルギー多消

費の有機化学素材とソーダ工業はいずれも生産が減っている（表 I-2-1）。医薬品を含めた生産指

数で素材生産量を予測しているようであれば、相当に過大だといえる。 

 

表 I-2-1 化学工業の中のエネルギー多消費産業と高付加価値産業 

 2010 年度エネルギ

ー消費量[PJ]（エネ

ルギー起源のみ） 

付加価値額（従業

員４人以上事業

所）[兆円] 

2005～2010 年の 

生産指数増減 

参考：2010 年の付

加価値あたりエネ

ルギー消費量 [PJ/

兆円] 

化学工業全体 982 10.2 0% 96 

同、医薬品以外 958 6.2 ▲7% 155 

有機化学素材 630 1.3 ▲10% 485 

ソーダ工業 101 0.04 ▲9% 2525 

医薬品製造業 34* 4.0 +17%** 9 

*業界発表値より計算。 

**鉱工業生産指数の化学工業全体と医薬品を除く化学工業の指数より推定。 

 

 傾向としては、機械製造業などの他の業種はともかく、素材系製造業では、エチレンの傾向を

参考に将来を見通す必要があるだろう。輸送量についても、貨物も旅客輸送量の傾向を参考にす

る必要があるだろう。 

 

2.2.2 業務と家庭のエネルギー消費について 

 

 この傾向は、業務（運輸業やエネルギー産業を除くサービス業）と家庭のエネルギー消費の原単

位（床面積比エネルギー、世帯あたりエネルギー）にも表れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 業務予測    (b) 家庭予測 

図 I-2-6 業務と家庭のエネルギー原単位（現行（改正前）エネルギー基本計画） 
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図 I-2-7 業務と家庭のエネルギー原単位 

（出典：エネルギー・経済統計要覧） 

 図 I-2-7 は実際の業務と家庭のエ

ネルギー原単位、電力消費原単位

の推移を示したものである。1995

年以降はエネルギー原単位は改善

している。電力消費原単位も、業

務は 2000 年以降は改善、家庭は横

ばいとなっている。また、2011 年

3月の福島原発事故以降は、省エネ

型に大きく変化したとみられる。 

 今回の検討の中で業務と家庭の

原単位をどのように想定したかは、

情報が公開されていない。図 I-2-6

の現行（改正前）のエネルギー基本

計画にもとづく経済産業省の試算

によれは、今後も原単位が大幅に悪化する想定がなされている。総合資源エネルギー調査会にお

いても原単位の大幅な悪化を主張する意見も聞かれる。原単位の大幅悪化傾向が引き継がれてい

るのであれば、原発事故以降の省エネの進展、さらには低炭素・低エネルギー社会について「想定

外」とし、1990 年代の電力化やエネルギー効率悪化傾向を強引にあてはめようとするものと言え

る。新しい試算結果についても公表され、対策なしのケースの原単位について点検することが必

要である。 

 

2.2.3 再考されるべきマクロフレーム、生産量、輸送量 

 

 政府想定のように、マクロフレームや生産量・輸送量の見通しが、実際に起こりそうなトレンド

よりも過大に想定されれば、その分、大幅な省エネや温室効果ガスによる削減を見込むことは難

しくなる。実際に、2008 年の麻生政権の中期目標検討委員会や、2010 年の旧（改定前）エネルギ

ー基本計画では、大量生産・大量輸送・大量エネルギー消費型の経済社会構造を将来にわたって

維持することとした上で、省エネや温室効果ガス削減を議論し、大幅削減は経済に悪影響だと整

理してきた。震災後の今回の試算では「慎重シナリオ」が提案されているものの、前述のとおり、

粗鋼生産量がリーマンショック前の高水準に回復しそれを維持すると想定するなど、無理が多い。

こうした過大な想定を前提に、「省エネは難しい」と議論すること自体に問題がある。 

 経済成長でエネルギーや電気、温室効果ガスが増えるという 20 世紀型のモデルでは、今後の経

済とエネルギーの関係を推定することはできない。むしろ今後は、資源・エネルギー・環境制約

を前提に、エネルギー・CO2 排出を減らすことで経済発展させ雇用を増やすことを織り込むビジョ

ンを描くことが必須になっている。 
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2.3 産業構造の転換 

 

2.3.1 資源制約が牽引する持続可能な社会への移行 

 

 １章で触れた気候変動に加え、従来型の化石燃料資源や、材料資源が今後枯渇に向かう。これま

での大量生産・大量消費を無理に維持しようとすれば国民経済や他の産業、国民生活に悪影響を

もたらす。これからの経済活動においては、資源・環境制約を踏まえ、エネルギー消費・材料消

費を抑え、持続可能な社会に転換していくことが求められる。省エネ強化・温暖化対策強化は経

済活動の大前提になる。 

経済が次第に持続可能な社会に向かう際には、その移行に向けたビジネスも有力になる。産業

の構造が世界潮流に沿って変わって行くことは必然である。経済のサービス化に拍車がかかり、

対策も強化され、温暖化・省エネ対策に関連する産業が新たに創出され、発展し、雇用を創出し

ていくことになるだろう。このトレンドはまず逆行しない。従来構造維持の選択肢はもはやない

と言える。 

 

2.3.2 進行する経済のサービス化 

 

 「ものづくり」の中でも温暖化対策産業、例えば再生可能エネルギー産業を伸ばした国がある。

ドイツで再生可能エネルギー産業の雇用が 38 万人、デンマークで風力発電産業が 5 万人と報告さ

れているのをはじめ、温暖化対策産業が基幹産業に育っている国もある。これは温暖化対策が経

済発展を促した例と言える。 

 GDP や雇用では日本でもこの構造の芽が見られる。たとえば省電力製品製造など、温暖化対策

で需要を伸ばす産業が GDP でも雇用でも一定の割合を占めるのに対し、エネルギー多消費産業の

経済や雇用に占める割合は小さい（表 I-2-2）。 

 

表 I-2-2 温暖化対策の経済産業影響 

 
該当業種 

排出 

割合 

国内総

生産 

雇用

者数 

日本の輸出金額総

額に占める割合 

対策強化が需要増に直結 

機械 

建築 

他に、一部素材（電

炉製鉄やリサイクル

材）、エネルギー関係

サービス業など 

約 5% 
約 80

兆円 

800 

万人 

70% 

<温暖化対応製品

の国際競争が重要

に> 

対策強化でビジネスチャンス 

 

大半の製造業、運

輸業、サービス業 
約 20% 

420 

兆円 

4200 

万人 
20% 

対策強化で悪影

響を懸念 

（ただし、賢い対

策でビジネスチャ

ンスに） 

軽度 

（売上比エネル

ギーコスト割合

が数％） 

化学（無機化学素材、

有機化学素材）、洋

紙製造業、石油精

製業 

約 15% 
4 

兆円 

15 

万人 
5% 

中度 

（売上比エネル

ギーコスト割合

が 10～20％） 

電力 

鉄鋼（高炉） 

セメント製造 

約 50% 
4 

兆円 

16 

万人 
5% 

（出典:気候ネットワーク「国内 25％削減を、余裕をもって達成する道筋と削減可能性」） 
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エネルギー多消費産業とその他の一般産業との炭素生産性、エネルギー生産性の大きな違いが

ある（表 I-2-3）。また、この間、GDP 当たりの CO2 やエネルギーが減少してきた背景には、エ

ネルギー多消費産業が付加価値や雇用に占める比重を下げてきたことがある。今後もサービス化

の傾向自体は日本でも進行していくことだろう。 

 

表 I-2-3エネルギー生産性（2009年度） 

 付加価値 

[兆円] 

雇用 

[万人] 

付加価値あたりエネル

ギー[KL/円] 

雇用あたりエネルギ

ー[GJ/人] 

電力(発電所) 3.4 1 1,530 508,400 

セメント 0.08 0.4 2,630 53,000 

石油精製 0.5 1.2 790 34,400 

高炉製鉄 0.3 3.6 3,510 32,100 

ソーダ工業 0.03 0.3 2,270 21,500 

パルプ・洋紙製造業 0.6 2.2 390 15,000 

有機化学工業 2.1 8.4 270 6,700 

機械製造業 33 400 10 79 

第三次産業 

（エネルギー、運輸除く） 

320 3600 8 64 

 

日本が今後、環境制約と資源制約に対応しながら雇用を維持し、地域自立の経済社会を形成し

ていくためには、効率評価指標を、労働生産性ではなく、炭素生産性、エネルギー生産性をあげ

ていくことも考えられる。 

 産業構造転換は必然であり、それを踏まえて将来を考える必要がある。 

 

 

３．経済への影響の考え方 

 

3.1 国民負担・経済影響の考え方 

 

 これまでも、エネルギーや環境の政策・対策を考える際には、「国民負担」や「経済影響」は大

きな判断材料となってきた。国家予算の支出を抑え、コスト増で企業に過度な経営負担とならず、

国民一人ひとりに過大な負担をかけないことは重要な要素であるが、一方で、その検討や表現で

は多くの問題も指摘されてきた。 

 

3.1.1 過去の議論を振り返る ～2020年の温暖化中期目標のプロセス 

 

2008～2009 年の麻生政権時に 2020 年の温暖化対策の中期目標を決定する際、政策決定におい

て国民負担や経済影響が大きな論点になったことがある。政府は、2020 年の温室効果ガスの削減

目標を決定するにあたり、1990 年と比べて 4％増の目標から 25％削減の目標までの 6 つの選択肢

を示した。その選択肢は、「経済への影響」と対比する形で比較され、目標水準が野心的であるほ

ど経済への悪影響が拡大すると強調された（表 I-3-1）。例えば、25%削減の場合には、世帯当た



 Ⅲ. エネルギー・環境のシナリオの論点 

 

22 
 

りの可処分所得が 22～77 万円押し下げられるとされ、「最大 120 万人の失業者」や「最大 77 万

円の所得の押下げ」など、国民負担が大きい印象を与えた。しかし実際は、GDP や可処分所得は

25％削減の場合でも現在より伸びるというものであり、最もゆるい目標①のケースと比べれば伸

び率が低いという比較を示したものだったが、そのことは適切に説明されなかった。そして、世

論調査では、数字の意味も説明せずに、「1 カ月当たりどの程度の負担なら家計の負担が増えても

いいと考えるか」と問い、「全く負担したくない」から最大「一世帯当たり 10000 円以上」までの

6 つの選択肢を選ばせるなどして、最終的に「8％削減」目標を決めるに至った。このプロセスに

ついては、経済影響を理由に結果が誘導されたと指摘されている20。2009 年夏の政権交代後には、

この経済影響の試算値自体が過大に誤って計算されたことが明らかになり、国民は、にわか「経済

負担」議論に踊らされた形となった。そして、鳩山政権が 25％削減を打ち出した時には、７割以

上の国民がそれを支持したのである。 

 

表 I-3-1 2020年の中期目標の選択肢（2009年検討時） 
2020 年排出量の増減 選択肢の名称 経済への影響 

i）実質 GDP，ii）民間設備投資，iii）失業者 

iv）世帯当たり可処分所得，v）家庭の光熱費支出 

①  ＋4% 

 

「長期需給見通し」努力継
続・米 EU 目標並み 

基準ケース 

②  ＋1～－5% 

 

先進国全体－25%・限界削減
費用均等 

－ 

③  －7% 

 

「長期需給見通し」最大導入
改訂 

（フロー対策強化） 

i）2020 年までの累積で GDP が 0.5～0.6%押下
げ 

ii）2020 年で－1～＋3 兆円（－0.8～＋3.4%） 

iii）11～19 万人（失業率 0.2～0.3%）増加 

iv）2020 年の所得を 4～15 万円（0.8～3.1%）
押下げ 

v）世帯当たり年 2～3 万円（13～20%）増加 

④  －8～－17% 

 

先進国全体－25%・GDP 当
たり対策費用均等 

－ 

⑤  －15% 

 

ストック＋フロー対策強化・
義務付け導入 

i）2020 年までの累積で GDP が 0.8～2.1%押下
げ 

ii）2020 年で±0～＋8 兆円（－0.2～＋7.9%） 

iii）30～49 万人（失業率 0.5～0.8%）増加 

iv）2020 年の所得を 9～39 万円（1.9～8.2%）
押下げ 

v）世帯当たり年 6～8 万円（35～45%）増加 

⑥  －25% 

 

先進国一律－25% i）2020 年までの累積で GDP が 3.2～6.0%押下
げ 

ii）2020年で－13～＋11兆円（－11.9～＋12.5%） 

iii）77～120 万人（失業率 1.3～1.9%）増加 

iv）2020 年の所得を 22～77 万円（4.5～15.9%）
押下げ 

v）世帯当たり年 11～14 万円（66～81%）増加 
（出典：平田『環境と公害』より抜粋） 

 

この例に見られるよう、過去の試算では、「経済影響」や「国民負担」の試算の背景や根拠が十

分に説明されずに、恣意的に結果だけが用いられ、国民はその中で選択を迫られたのである。 

2012 年の新たなエネルギー・環境対策方針を決定するプロセスも、この 3 年前と似たアプロー

                                            
20 平田仁子「2020 年の中期目標の諸課題と今後の地球温暖化対策の展望」『環境と公害』Vol.39.No2,2009 
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チが取られている。すなわち、複数の研究機関によるモデル分析等を行うことにより、経済影響

を分析すること、その数値を元に複数の選択肢を示して国民的議論を行ったうえで決定する点は

全く同じである。しかし、今回は過去を知る委員からの問題指摘もなされている。 

今回の選択で、国民が再び「経済影響」「国民負担」の不透明な数字に誘導されて選択肢を選ぶ

という、プロセス上の同じ過ちを繰り返さないことが重要である。そのためにも、経済負担・国民

負担の意味することを理解しておくことが重要である。 

 

3.1.2 経済モデル分析の基本的な見方 

 

①モデルの限界 

 政府は、経済影響について、経済モデルを用いて定量分析を行っている。 

 経済モデルの結果は、未来を正しく予測するものではない。過去の検討の際に指摘された点も

含め、経済モデルは下記のような構造的な問題がある。 

 

・経済成長率や主要素材生産量などを固定して検討するものであり、過去のトレンドの反映になり

がちである。産業構造転換や日本の潜在的成長率・技術牽引効果は十分予測されない。 

 

・現状の産業構造や技術体系を前提に算出し，新しい産業の創出やそれによるプラスの経済効果を

適切に評価できない。よって、大きな社会の変革が起こる場合には、何もしない場合と比べて結

果はほぼ確実にマイナスと出る。 

 

現在の検討中の資料においても、「経済モデルを含むモデル一般によって将来的な絵姿の定量的

な分析を行う際には通常、過去や現状のデータを用いる。過去や現状のデータに基づいて将来の

完全な予測を行うことは困難であり、場合によっては将来的な制度変更等を必ずしも十分に反映

できないこともあり得る。」21と説明されている。 

 つまり、経済モデルでは、新しいエネルギーシステムへ転換し、環境対策を進めれば進めるほ

ど、経済に悪影響となる結果しか出ないことになり、起こりうる低炭素社会の下における新規の

グリーン経済の発展や雇用効果は適切に数字に表せない。 

今は、原発制約、気候変動制約、化石燃料制約の下で、新たな環境負荷の低い持続可能な社会へ

の転換を図ろうとする時代にある。トップダウン型の経済モデルとエネルギーモデルを組み合わせ

た試算を行うのであれば、産業構造の転換を前提に、その欠陥を補い、エネルギー政策・選択の

原則に関する議論の結果を反映した想定をすることが前提になる。計算がそもそも意味を持つか

どうか、想定や構造について厳しく点検する必要がある。 

  

②「経済にマイナス」の意味 

 結果として出された数値の意味にも注意が必要である。先の事例のように、GDP や可処分所得

は現在より増える、すなわち現在より経済は成長する場合でも、「マイナス」と表現されることが

ある。これは、何もしない（仮定の）ケースや他のケースと比較して「マイナス」になると言って

いるだけの場合もある。 

                                            
21 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会第 21 回 資料 1-1「経済影響について（試算結果の中間報告）」より。 
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 また、経済影響の指標としては GDP が用いられるが、GDP が必ずしも豊かさを表す指標とは言

えないことは多く指摘されている。社会資本としてのストックの価値を含め、多角的に、かつ長期

的に俯瞰すれば、異なる結果が浮かび上がることもある。新たな豊かさ指標が求められるようにな

ってきているが、国の経済影響は従来通りであることも知っておかなければならない。 

 

3.1.3 異なる「負担」の意味 ～ 掛け捨てか、未来への投資か 

 

 国民が負担するべきコストでも、負担の意味は異なる。将来に何らかのリターンがあるのであ

れば、それは、負担というより投資と捉えることができる。 

典型的な例は、再生可能エネルギーにかかるコストと、化石燃料にかかるコストの意味の違い

である。再生可能エネルギーにシフトするのにも、当面は普及策や系統強化などにコストがかか

る。しかし、支払ったお金は国内・地域で循環し、雇用を生み、また次なる投資を生み、市場経

済で勝負する国内製造業の活性化、ものづくりの国の復活にも寄与する。また、燃料費がかから

ないことや、普及に伴い初期コストが徐々に低下することで負担額は徐々に抑えられ、リターン

は確実に大きくなる。 

これに対し、化石燃料の場合は、燃料の買い付けで一度海外に支払ってエネルギーを使用して

しまえば、国内にそのリターンはなく、利益は海外メジャーに流出し、単純な負担でしかない。燃

料コストも上昇すると予測されており、化石燃料を買い続ければ負担は増す。同じコストを支払

うのでも、そのお金は、掛け捨てで何もメリットをもたらさないのか、それとも、これからの社

会資本や未来への投資となるのかを見極めることが重要である。 

 

3.1.4 回避できるコスト、回収できるコスト 

 

 政府は、原発分をそのまま化石燃料に置き換えた場合を想定して、原発の再稼働がない場合、

化石燃料増加による費用が大きくかかり経済負担になると説明してきた22。しかし、そのコストを

回避する方策として、省エネ効果を評価していない。2011 年度は、3 兆円に上るとされた燃料費

は2兆円程度の増加にとどまり、そのうち半分は、燃料増加ではなく、燃料単価の上昇によって負

担が増えた分であった23。予測より負担が小さく収まったのは、省エネ効果に他ならない。今後に

ついても省エネ対策の強化を見込めば、負担はより小さくなる。 

 省エネの初期投資にもコストがかかるが、投資後の家庭や企業のエネルギーコストが大幅に減

じるため、単純な負担とはならない。投資回収年を仮に3年程度と短く見込めば、省エネ効果が持

続する期間が過小評価されてしまうが、住宅や建築物、機器については、十数年から数十年にわ

たって省エネによるエネルギーコスト削減効果が持続する。投資回収年を長く設定すれば、省エ

ネや温暖化対策の正の効果が適切に評価されることになる。 

 

3.1.5 将来に残される、まだ見えない負担 

 

 1.1 で見たとおり、原発は使用済み核燃料、放射性廃棄物の処理、事故が起こった場合の被害な

                                            
22 国家戦略室エネルギー・環境会議、2011 年 7 月 29 日資料 
23 気候ネットワークチャンネル 第 3 回「原発停止で負担が増える？」http://www.kikonet.org/iken/channel.html 
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ど、長い期間にわたって将来世代に多大な負担を押し付けるものである。その負担額には不確実

性が大きく、正確な算出は難しいことは政府も認めている。また化石燃料に依存し続けることは、

気候変動の被害コスト、適応コストを大きく跳ね上がるだけではなく、人間活動の基盤となるべ

き自然資源のさらなる喪失や社会インフラの混乱など不可逆的な影響を拡大させ、将来世代にそ

の苦難を押し付けてしまうことになる。 

 負担について考える際には、現世代が既に引き起こしてしまった問題について現世代が責任を

取る視点が必要である。今の世代の負担を軽減することが、対策先送りによって将来世代にさら

なる負担を追わせる場合も多い。常に、将来世代との衡平性を視野に入れなければならない。 

 

 

3.2 再生可能エネルギーと化石燃料の経済影響 

 

3.2.1 再生可能エネルギー普及を後押しする FIT制度 

 

 再生可能エネルギーの本格的な導入は、様々な厳しい制約が明らかになった原子力や化石燃料

を将来的に代替すると共に、私たちの社会や経済に大きな影響やメリットをもたらすと考えられ

る。エネパネが 2011 年 10 月に発表した「発電費用に関する評価報告書」や政府のコスト等検証委

員会が2011年12月に発表した報告書では、原子力発電や化石燃料のコストが将来に向けて確実に

上昇する一方、再生可能エネルギーのコストが着実に低減される方向性が示されている。 

再生可能エネルギーの導入は新たな分散型のエネルギーインフラの整備であり、世界的な導入

拡大が着実に進んでいる。その中で、再生可能エネルギーによる電力については、世界的に固定

価格買取制度（FIT 制度）が大きな役割を果たしているが、これから FIT 制度が本格的にスタート

する日本国内では、いまだに電気料金への影響等、コスト負担に関する議論が多く聞かれる。再

生可能エネルギーを日本国内に本格的に普及させるという本来の目的やそのメリットを見失いが

ちにも見える。日本のように再生可能エネルギーの普及がこれまであまり進んでいない国にとっ

て、FIT 制度は、民間投資により自然エネルギー普及を進めるもっとも効果的な制度であり、す

でに世界中の 80 近い国や地域で実績がある24。 

 

3.2.2 FIT制度の賦課金 

 

FIT 制度では、電気料金に賦課金が付加される。付加金は、導入された再生可能エネルギーの

発電設備による発電量および発電事業者からの買取価格により決まる買取費用に対して、この買

取費用から化石燃料を減らしたメリット（回避可能原価）を差し引いて、原則として全電力需要家

の電気料金に均等に付加される。2011 年 4 月から開始された「太陽光促進付加金」として一部で

始まっており、2012 年 4 月からは東京電力で kWh あたり 0.06 円となっている（標準的な家庭で

月額 18 円程度）。 

2012 年 7 月から、太陽光発電以外の風力、地熱、小水力およびバイオマスによる発電を含む新

たな FIT制度が始まると、kWhあたり数 10銭のレベルからスタートして、標準的な一般家庭で 1

                                            
24 自然エネルギー世界白書 2011 
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カ月あたり数百円が電気料金に付加されることになる。経産省の試算25では、2012 年度の再生可

能エネルギーの賦課金は kWh あたり最大で 0.4 円程度になり、標準的な一般家庭で月額 120 円に

相当する。 

 

3.2.3 化石燃料の高騰 

 

一方で、電力料金制度では、石油や天然ガス等の化石燃料の価格変動が反映される燃料費調整

制度が数年前から実施されている。2011年の 1年間で kWhあたり 2円以上も電気料金が上昇して

おり、すでに標準的な一般家庭で月額 600 円以上の値上げとなっている（図 I-3-1）。今後、化石

燃料の価格上昇に伴い、kWh あたり最大 5 円程度までの電気料金の上昇が制度上可能になってお

り、これは標準的な一般家庭で月額

1500 円の電気料金の値上げに相当す

る。さらに燃料費調整制度以外にも、

化石燃料の消費量の増大に伴う電気料

金の値上げも電力会社毎に想定されて

おり、すでに東京電力では 2012 年 4

月より自由化部門（業務用や産業用）

での値上げが実施され、さらに規制部

門（家庭用）の電気料金の値上げが検

討されている。 

これまでの電力システムに関する

規制を見直し、電力市場の自由化や発

送電の分離などのさまざまな改革を経

て、電気料金の体系も今後、大きく変

わることが期待される。その中で、

電気料金の中身がきちんと公開され、

利用する電気について様々な選択肢

が生まれることが望まれる。 

 

3.2.4 再生可能エネルギーの負担と

化石燃料負担の総合評価 

 

FIT 制度がスタートしてから最初

の数年間の賦課金は、kWh あたり

0.4 円程度から 1 円以下のレベルで推

移すると推計されるが、再生可能エ

ネルギーによる発電量の割合が 2030

年頃までにに 35%程度に達するケー

スでも kWhあたり 2円程度となる試

                                            
25 第 7 回調達価格等算定委員会・資料 3「サーチャージ額の試算」2012.4.27 

図 I-3-1 電気料金に対する燃料費調整制度単価の推移 

（出典：東京電力） 

 

図 I-3-2 FIT制度による電気料金への負担額の試算 

（出典：環境省） 
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算が行われている（図 I-3-2）26。一方、この FIT 制度により再生可能エネルギーの導入を本格的

に行わなかった場合、化石燃料の高騰に伴い、将来、kWhあたり 10円以上の電気料金の上昇も考

えられる。これに対して FIT 制度により本格的に再生可能エネルギーを導入した場合には、化石

燃料による電気料金の上昇を大幅に抑制することができ、中長期的に大きなメリットを得ること

ができる。なお、再生可能エネルギーの本格的な導入に必要な送電網の整備の費用については、

様々な試算が行われているが、最も効果的に送電網を整備した場合の費用を電気料金に反映した

場合、kWh あたり 0.3～0.5 円程度と考えられている27。 

 

3.2.5 FIT制度の経済効果 

 

FIT 制度では、いわゆる財政（税金）による負担を伴わず、補助金に頼らない民間主導の再生可

能エネルギーの普及制度としてさまざまなメリットを期待することができる。そのひとつが、経

済や雇用への効果である。ドイツではすでに年間 3～5 兆円規模の自然エネルギー事業への投資が

この制度により生まれている実績があるが、日本においても毎年 6～9 兆円規模の設備投資や消費

増加と 2～4 兆円の雇用者所得などが期待できる（環境省推計28）。また、同時に化石燃料を海外

から調達する費用を数千億円から 1兆円近く抑制する効果も期待できる。FIT制度による雇用効果

も 50 万人規模になると期待されるが、再生可能エネルギー事業では、資源の豊富な地域での雇用

創出効果が特に期待される。さらに、それ以外にもエネルギー自給率の向上や CO2 削減の効果な

どのメリットもある。さらに、本格的な再生可能エネルギーの導入に合わせて導入コストの低減

が進むことも期待でき、太陽光発電、洋上風力発電、地熱発電、水力発電、送配電技術など日本

の優れた技術を国内で普及させると共に、急成長する海外市場へのさらなる展開も期待できる。 

 

 以上のとおり、FIT 制度の賦課金だけを見て単純に負担と捉えるのは短期の一面的なものでし

かなく、化石燃料の輸入費用との相殺効果、再生可能エネルギーのメリットや経済効果を踏まえ、

全体としてとらえる必要がある。 

 

 

3.3 地域経済への影響 

 

3.3.1 原発立地の地域住民への貢献 

 

 一般に、原子力発電所の立地により自治体に交付金が支給されたり、雇用や経済活動を促進し

て地域に経済的メリットがあるとされている。 

原子力事故のリスクなどマイナス面は別としても、原子力施設の立地が最終的に地域住民に貢

献しているかどうかは現状を再検証する必要があるだろう。 

ここで全国の市町村（2008 年以降に合併した市町村・政令市・区と、合併の結果で島根原発が

                                            
26 中央環境審議会 地球環境部会 2013 年以降の対策・施策に関する検討小委員会 

http://www.env.go.jp/council/06earth/yoshi06-13.html 
27 前掲 27、第 11 回エネルギー供給 WG資料「系統対策費用の試算結果」 
28 前掲 27、第 11 回エネルギー供給 WG資料「再生可能エネルギー導入の便益」 

http://www.env.go.jp/council/06earth/yoshi06-13.html
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立地する松江市以外の県庁所在都市を除く）の 1,676 自治体について、市区町村別決算調29等のデ

ータを使用し、原発立地自治体と非立地自治体を比較して、下記の諸項目について有意な差があ

るかどうかを統計的に検討する。その結果は次のとおりである。 

 

① 全自治体対象で課税義務者当り課税対象所得について、平均値で有意差がない。 

② 原子力発電所が集中する福島県・福井県の自治体に限定して検討すると、課税義務者当り課

税対象所得について有意差がある。 

③ 全自治体対象では、失業率について有意差がない。 

④ 福島県・福井県の自治体については、失業率について有意差がない。 

⑤ 全自治体対象で住民 1 人あたり民生費（福祉関係費歳出）について、平均値で有意差がない。 

⑥ 全自治体対象で財政力指数について、平均値で明確に有意差がある。（有 1.09、非 0.54） 

 

これらの結果から考察すると、②の課税義務者当課税対象所得については、福島県・福井県の

自治体では多少の有意な差があるものの、①③④⑤のように地域住民に帰属するメリットについ

ては、特段の差がないように思われる。 

 ⑥の財政力指数については明確に差があり、自治体の財政が他に比べて豊かであることを示し

ている。ただし、仮に自治体の財政が豊かでも地域住民に帰属するメリットに差がないのであれ

ば、原子力発電の立地が地域住民に貢献しているとは言えない。 

 

3.3.2 原発に依存しない

地域の経済の可能性 

 ～福井県をモデルに 

 電力供給において供給

地と需要地は、不均衡に偏

在してきた（図 I-3-3）。と

りわけ原発は、人口密度の

低い過疎地などに建設さ

れ、大都市に電力が送られ

てきた構造がある。 

高度成長期においては、

大規模電源を誘致し外部

からの波及効果で地域の

経済効果を高めるという

モデルが合理的であった

かもしれないが、いかに

地域に人を引き留めるか

という課題が重要になっ

てきた現在では、このモ

デルは有効ではない。ま

                                            
29 http://www.soumu.go.jp/iken/kessan_jokyo_2.html 

図 I-3-3 エネルギー供給地と消費地の偏在 
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た原発は、建設時には地域に経済

効果をもたらすが、運転・補修の

期間に入ると経済効果はそれほど

でもない。 

図 I-3-4は、福井県内の原発立地

自治体において、「原子力発電と地

域経済の将来展望に関する研究 そ

の 1」30より商業販売額の推移を示

したものである。文献では実額表

示になっているが、デフレータで

補正し 1970年を 100とした相対値

で示す。この推移は、原発の間接

的寄与を反映しているが、他の社

会経済要因も重複しており、原発

だけの効果を反映したものではないとしても、建設期間には商業促進効果がみられるが運転期間

に入ると横ばいになり、その効果はそれほどでもない。美浜町・高浜町では、むしろ県平均・市

町平均を下回る減少傾向を示している。                 

 

 次に、原発を停止する代わりに他の分野で自給率を向上する効果を検討してみる。 

 「原子力発電と地域経済の将来展望に関する研究 その 2」31によると、「産業連関表を用いた原

子力発電所の経済波及効果の試算」では、原子力発電所の「建設時」「運転時(定期点検とも)」の各々

の経済波及効果を産業連関分析により求めている。このうち「運転時(定期点検とも)」では、福井

県内の原子力発電による生産・雇用波及効果を、電力の県外電力需要量によるものとして次のよ

うに計算している。 

 

県外原子力発電需要額 307,781(100 万円) 

生産誘発額(直接+一次・二次波及) 415,961 

粗付加価値誘発額(直接+一次・二次波及) 264,862 

 

 この最終需要と同額を前述シミュレーションに入力して同様に求めると下記のようになり、ほ

とんど一致することを確認した。 

 

シミュレーション入力値 307,781(100 万円) 

生産誘発額(直接+一次・二次波及) 418,210 

粗付加価値誘発額(直接+一次・二次波及) 276,037 

 

                                            
30 「原子力発電と地域経済の将来展望に関する研究 その 1─原子力発電所立地の経緯と地域経済の推移」2010 年 3 月, 

福井県立大学地域経済研究所。 
31 「原子力発電と地域経済の将来展望に関する研究 その 2─原子力発電所による経済活動の特性と規模」2011 年 3 月, 

福井県立大学地域経済研究所。 

図 I-3-4 原発立地自治体の商業販売額の推移 
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これに対して「原子力発電を停止する代わりに他の分野で自給率を向上する」という試算を行っ

た。福井県では、県内の電力需要は北陸電力の敦賀火力 1、2 号機(敦賀市・設備容量 500MW, 

700MW)と三国火力(坂井市・250MW)で、利用率 70%としてもこれだけで充足する程度である。

一方、福井県内の原発は関西電力の設備であり、2005 年度の原子力発電所(13 基 976.8 万 kW)の

運転実績は64,540MkWhであった。これは県内需要の7～8倍にあたり、原発はすべて京阪神向け

の需要対応となっている。 

前述の福井県立大学地域経済研究所では、この県外電力需要額を H17 年度産業連関表において

307,781(百万円)としている。また H17 年福井県産業連関表では、県外移輸出額は 551,203(百万

円)となる。いずれを原発分として適用するかは議論があると思うが、かりに前者の 307,781(百万

円)を用いて県外電力需要による雇用創出数を分離して推計すると、10,503 人となる。また前述の

ように粗付加価値誘発額(直接+一次・二次波及)は 276,037(百万円)である。 

これに対して、原発の全停止すなわち県外移輸出額が消失したとして、代わりに県内の各産業

部門における自給率(県内での生産比率)を相対的にどのくらい向上させれば、原発の運転と同じ雇

用効果を創出できるかを試算した。試算の結果、県内での生産比率がもともと 100%で自給率の変

化が影響しない部門を除き、県内での生産比率を 6%向上させると、福島事故以前の水準で原発を

今後も維持するのと同じ雇用効果が得られると推定される。 

 このように原発立地地域が、原発依存を続けることによってのみ経済が維持できるとは結論づけ

られず、他の分野の産業を活性化させる、もしくは新規に興すことによって同じ雇用効果を得るこ

とも考えられる。少なくとも、現在以上の原子力施設の新設が困難になった現状では、原発に依存

しない経済を検討すべきであろう。 

 

3.3.3 廃炉事業による経済効果 

 

 前述のように原発は新設期間には地域経済への効果が大きいが、運転期間に入るとその効果は

薄れる。このまま既存原発の運転を再開しても地域経済への効果は乏しい。もし建設事業による

地域経済への効果を期待するのであれば、これからの廃炉事業の方が雇用や経済効果を発生させ

るのに効果的と考えられる。商業炉の廃炉事業に関する費用構成は、旧東海発電所で計画中であ

るものの具体的な実施例がなく、さらに核廃棄物処理をどこまで見込むかによっても異なり、確

定的なデータがない。仮に、破滅的事故でない計画廃炉の費用を商業炉1基あたり下記のように見

込む。 

 

項目 億円/炉 

解体費用 300 

解体に伴って生じる廃棄物の処分 400 

施設撤去までの維持費 400 

運転中に出た低レベル放射性廃棄物の処分 140 

合計 1,240 

 

これを県内 15基(商用路・実験炉)で処理期間 10年に均等に費用が発生するものとして、産業部

門別に推定・整理し、福井県における最終需要として配分して産業連関分析により効果を推定す
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る。その結果、約 1,500 億円の付加価値と約 13,000 人の雇用をもたらす。付加価値効果誘発量で

は県外電力需要より低いが、雇用誘発量では県外電力需要より大きい。これらに自給率向上を組

み合わせれば、原発運転存続よりも、廃炉事業のほうが県内の経済効果が期待できると言える。 

将来性の見えない原発とそれに伴う補助金に依存し続けることより、廃炉事業を含む他の分野

での地域経済を考えることは可能であり、またその方が将来性があり安定的とも言える。 

 

コラム【1】東北・2020年自然エネルギー100％シナリオ 

 

日本には原発立地地域を含め、全国的に自然エネルギーを活用して地域経済を活性化させるポテンシャル

がある。中でも、東北地方の自然エネルギーの導入ポテンシャルは特に有望である。青森県、岩手県、秋田

県、山形県、福島県については、現状の電力需要を大きく上回るポテンシャルがある（図 A-1）。 

環境エネルギー政策研究所は、東北地方の 2020 年自然エネルギー100％プランと「東北復興エネルギー戦

略」において、域内の電力需要量に対

する自然エネルギーによる電力供給量

を 100%以上とすることを数値目標と

し、熱利用や輸送用燃料の個別の政策

目標を定めることを提言。そのために

「自然エネルギー急速な普及政策」、

「全分野でのエネルギー効率最大化」

及び「エネルギー需給体制の抜本改革」

の強力な推進、自然エネルギー・省エ

ネ技術を活用した生活基盤の総合的な

再生の推進、基幹産業として自然エネ

ルギー関連産業を位置づけ、地域の再

生可能資源の活用や各地域における住

民の参加を支援する仕組みづくりを提

言している。 

2020年 100％プランでは、現状で大規模水力

を含め自然エネルギーの電力割合が 15%である

のを 100%とするため、東北内で電力の供給と需

要をバランスさせるスマートグリッドの整備、

東京電力管内と東北電力管内の送電部門の統合

と系統インフラの強化により広域での電力需給

の調整も想定する。 

このプランの 2020 年までの導入量に対する

投資額は約 14兆円に達する（年平均 1.7兆円）。

これを仮に FIT 制度により全国の需要家への電

気料金に賦課金として一律に反映した場合は、

2020 年時点で kWh あたり最大約 1.7 円とな

る。今後の化石燃料の価格上昇を考慮すると

回避可能原価によりこれらの投資の 3 割程度

を回収できると想定している。 

（出典：ISEP「東北復興エネルギー戦略」 http://www.isep.or.jp/library/410） 

図 A-1 東北地方の県別の自然エネルギー導入ポテンシャル 

図 A-2 東北での電力の供給構造 
(現状と 2020年自然エネ 100%プラン) 

http://www.isep.or.jp/library/410
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４．社会システムの選択肢 

 

4.1 エネルギー社会の方向性  

～「原発温存」か「化石燃料使い切り」か「省エネ・自然エネ切り替え」か 

 

 私たちには、どのような未来の選択肢があるのだろうか。2030 年頃の社会像について、3 つの

イメージを想定した（図 I-4-1）。 

 まず、震災前より原発依存が下がる可能性はあるものの、今後も電力供給の一定割合を担うべ

く、発電を続けることを選択をするもの。これを「原発温存社会」と呼ぶ。 

 次に、原発代替として化石燃料の利用に重点がシフトすることを選択するもの。枯渇すること

がわかっているエネルギーに今後も依存する観点から、これを「化石燃料使い切り社会」と呼ぶ。 

 最後に、前述の二つの道よりもさらに大胆にエネルギー需要を下げ、必要なエネルギーの相当

割合を再生可能エネルギーで賄うことを選択するもの。これを「省エネ・自然エネルギー切り替え

社会」と呼ぶ。 

 いずれにも当てはまらない中間的な姿もありうるが、将来的にどの方向性に向かう社会を目指

すかにより、政策や制度の構築、投資のあり方は大きく異なる。それぞれの社会像は何を意味す

るだろうか。 

 

4.1.1 原発温存社会 

 

 2030 年においても原発を維持しようとすることは、「原発には依存したくない」とする多くの

国民感情にはそぐわない。それでもなおこの選択肢は、経済影響を抑えるという文脈で支持され

る可能性がある。具体的には、原発関連ビジネスや雇用への配慮、その経済効果への期待がある

だろう。また、エネルギーの多様化の観点から原発という技術を確保するためという理由もある

だろう。 

しかし、原発関連ビジネスの存続と経済効果に期待することは、事故後に一変してしまった現

状では難しい。原発の新規建設にはまず期待できず、建設にともなう雇用増や、立地に関連する

政府の補助金も見込めない。さらに、安全対策費用、保険費用、使用済み核燃料費用、そして、

事故が起こった場合の費用など、原発には膨大な負担がかかることが明らかとなり、原発の経済合

理性はないに等しい。原発にかかる経済規模は、廃炉・廃棄物ビジネスを除けば縮小していく。 

また、2030 年には現在よりも 1000 万人以上人口が減少すると予測される。エネルギー需要は、

減少していくのが自然の成り行きである。2012 年の夏でも原発なしで供給不足の問題はほとんど

解決できる状況にある中で、2030 年の電力需要を満たすために原発が必要かは疑わしい。 

さらに、エネルギー多様化の観点では、これまでは、化石燃料（石油・石炭・天然ガス）、原子

力、水力などによって多様化が図られ、再生可能エネルギー（3％程度）は貢献してこなかった。

しかし、2030 年には、再生可能エネルギーの相当量の増加が期待できる。再生可能エネルギーは、

太陽光、風力、地熱、バイオマス等と多様であり、それらを増やすことは、エネルギー源を多様

化することにもなる。 
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原発温存社会は、事故を経験して様々な原発の問題が露呈したにもかかわらず、日本としてそ

の問題解決に向けて何も決断できない場合の社会と言えるだろう。 

 

 4.1.2 化石燃料使い切り社会 

 

 原発が動かない分は、化石燃料に依存せざるを得ないとの認識は広い。実際に、福島第１原発

事故から全原発停止に至った現在、エネルギー需要を満たすために火力発電の利用が増加してき

ている。ここ数年は、いずれにしても火力発電の利用は一定程度増えるであろう。しかし、この

トレンドを 10～20 年先までつなげていくかは、別の選択である。 

 地域の環境破壊、資源枯渇、気候変動問題など、さまざまな問題が指摘される中でも、化石燃

料の利用を続けることが支持されるとすれば、経済的優位性、安定供給の確保などが挙げられ、特

に石炭の利用増加が予測される。化石燃料の利用は、長い実績、技術、そしてシステムがあり、

これまでの延長線上でシフトが容易な道とも言える。これは社会的容易さ、政治的容易さにもつ

ながる。 

 一方で、今から化石燃料脱却への道を描かなければ、緊急性の高まる気候変動問題への対応は、

完全に手遅れになる。2030 年に先進国である日本がまだ相当程度に化石燃料依存を続けているよ

うでは、気温上昇を2度未満に抑えるという国際的な目標に対して全く責任を取れない。さらに、

今は石炭の価格が安価であることが経済優位性を保つ要素となっているが、資源ピークや世界的

な資源需要の高騰などにより今後の価格高騰が予測され、経済優位性は失われる可能性が小さく

ない。これまでとは異なり、将来性は不安定である。 

化石燃料使い切り社会は、環境破壊の道であるとともに、自国でコントロールできない不安定

さを抱え込んだ社会となる。 

 

4.1.3 省エネ・自然エネ切り替え社会 

 「省エネ・自然エネ切り替え社会」は、原発依存も化石燃料依存ももはや選ばないという明確な

意思に基づき、具体的な目標を持って、可能な限り早期の転換を図っていく社会である。国や自

治体の政策・制度の重点や優先順位が変わり、技術やシステム開発の変化、企業の投資行動や個

人の判断基準にも変化が及ぼされることになる。 

 省エネ・自然エネの方向性には広い理解があるものの、既存の社会の延長線上にない大胆な変更

を伴うことは、現実的ではないとも受け取られがちである。 

しかし、見方を変えれば、国民合意が難しく経済合理性のない原発の維持推進が事故後もなお

可能だと考えることや、気候変動問題が顕在化する中で化石燃料依存がなお可能だと考えることの

方が、よほど現実性を欠くと見ることもできる。 

 また、「省エネ・自然エネ切り替え社会」が、環境保全、エネルギー自立という点で最も優れ、

かつ持続可能な選択肢であることは疑いようがない。 

 

 社会選択の議論においては、「省エネ・自然エネ切り替え社会」へ向かうべきことに一般的な賛

同を得られても、さまざまな困難や課題のために、化石燃料依存・原発依存の道が選ばられる可能

性も小さくない。 

 しかし、この 3つの社会像の選択肢がいかようにも可能であると考えるのは誤っている。さまざ
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まな限界や制約を直視し、思い切って「省エネ・自然エネ切り替え社会」に向かうしか、持続可能

な未来は描けない。選択肢の意味は、大きな変化もなく惰性で今の経済システムを続けることに

より将来にツケを押し付ける選択か、明確かつ迅速に次の新しい持続可能な時代を切り拓くため

の行動を決意する選択かの違いとも言い表せよう。 

 
図 I-4-1 2030年の社会の選択 

 

 

4.2 電力システム ～「大規模集約」か「地域分散」か 

 

4.2.1 現在の大規模集約型システム 

 

 日本では、火力発電、原子力発電を中心とする大規模集約型の電力システムを整備してきた。

水力は 10％で、新エネルギーは 1％に満たない。そして電力市場は、大口需要家に対して、2005

年までに一部小売自由化が導入されてきているものの、新規参入は極めて限定的で、実質的には

10 電力会社による地域独占が維持されている。一般消費者は電気の種類も電力会社も選べない。 

 大規模な発電所によって大量の電力を発電し、需要家へ送配電するまでを電力会社が一括管理

して電力を供給するシステムは、戦後に構築され、「安定供給」を御旗に支えられてきた。 

しかし、福島第一原発事故によって、このような大規模集約型の電力システムは、一度事故が

起こると、大規模な供給障害を起こす恐れがあること、また、発電所が密集している（福島第一原

発の 1～4 号機など）こと自体にリスクが大きいことも露呈した。 
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電力会社の実質的地域独占を継続し、発電・送配電・それらを含む運用のすべてを委ね、また、

そこから確実に利益を上げることを保証する制度（総括原価方式）が、大規模集約型システムを作

り上げてきた。このシステムの下では、ピークシフトやピークカットを含む需要側の管理はほと

んど行われず、需要が伸びるままに発電設備が次々に建設されてきた。 

 

4.2.2 地域分散型のシステム 

 

 大規模集約型の電力システムに対比されるのが、地域分散型の電力システムである。すなわち、

1基で 100万 kWもの発電ができるような大規模な発電所が立地する原発や、工業地帯に密集する

火力などを中心に電力供給を行うシステムから、全国に散在する太陽光や風力、バイオマス、地

熱などの再生可能エネルギーによる中小規模の発電設備からの発電を増やしていくことが可能な、

現在とは異なるシステムに移行することを意味する。 

 この地域分散型のシステムでは、全国に張り巡らされている送電網に、各地の再生可能エネル

ギーの発電設備から送電線がつながれ、電力が供給されることになる。ただつなぐだけでは、再

生可能エネルギーの電力の供給割合を増やし、安定して供給することはできない。さまざまな発

電事業者が、発電事業に参入することができ、かつ、それぞれの再生可能エネルギーの発電の特

性を踏まえ、従来とは異なる新たな需給管理システムを構築することが不可欠となる。そして、

大規模発電システムから一方的に送られるだけだった電気は、双方向に、より広域に行き来され

ることになる。 

 

4.2.3 電力システムの転換 

 

事故を受け、電力システムを変えるべきという議論が広がり、「発送電分離」を求める声も高ま

ってきた。政府も、電力システム改革の検討を始め、家庭向け電力も自由化する方向性が既に打

ち出されている。これは必然である。 

大規模集約型システムにおいて一方的に電力を送るために最適化されてきた既存のシステムは、

再生可能エネルギーを増やしていくのには適さない。これまで再生可能エネルギーがほとんど増

えてこなかったのは、このシステムが大きな障壁になってきたからとも言える。10 地域ごとに発

送電を独占してきた電力会社が、再生可能エネルギーを含む他の発電事業者に対して、系統への接

続を大幅に制限し、高額な使用量（託送料）を設定するなどの制約を課してきたからだ。 

どの発電事業者も自由に送電線を利用できるようにするためには、各電力会社から発電部門と

送配電部門を切り離し、広域に送電部門を統合して中央制御を行う系統システム会社（ISO など）

を創設する必要がある。そのためには「発送電分離」が不可欠だ。 

また、再生可能エネルギーを増やすためには、国の明確な政策方針に基づいて、再生可能エネ

ルギーを系統へ優先的に接続する方針を定めることが必須である。そして広域に系統システムを

管理する組織に対しては、再生可能エネルギーを優先給電することが求められる。風力や太陽光の

不安定な出力を管理するために、気象予測を使った発電出力予測モデルを活用して中央制御を行え

るシステム開発や、需要マネジメントシステムなどの整備も必要となる。再生可能エネルギーの設

備容量が増加してくれば、スケールメリット（太陽光は昼間発電、風力は場所によって異なるなど

で、全体として見ると出力が平滑化されてくる）でより運用が安定する効果もあるため、可能な限
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り最速で再生可能エネルギーの導入を進めていくことが系統の安定運用にも寄与する。 

これらは欧米では既に実施されていることであり、日本において技術的に特段の困難があると

は予測されない。ただし、日本の電気事業産業のあり方を大きく変えることを意味し、これまで

守られてきた電力会社の利益に直接関与することであるため、抵抗が極めて大きく政治的に困難

であることが、最大の阻害要因であろう。 

政府および国内的議論の方向性は、電力自由化、発送電分離の流れにある。今後問題になるの

は、自由化のあり方と程度、そして、関連する制度の構築が徹底されるのかという具体的な方策

とその道筋である。中途半端にとどまれば、これまで 6割の電力自由化が実施されながらも、実質

的に地域独占が続き再生可能エネルギーの導入が阻まれてきたことを繰り返すことにもなりかね

ない。 

必要な電力供給を確保しながら、再生可能エネルギーを基軸とするエネルギー社会へ転換し、

個人が自由に電力を選べるような電力自由化を成し遂げることを選ぶのかは、我々の大きな選択

の一つである。 
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Ⅱ．持続可能な環境エネルギーシナリオとその実現可能性 

 

１．市民団体のシナリオ 

 

1.1 ＮＧＯ５団体のシナリオ 

 3.11 後、複数の環境 NGO が、エネルギーや環境のシナリオを発表している。その基本的な内容

をここに紹介する。 

 

① 環境エネルギー政策研究所（ISEP） 

「3.11後の中長的な戦略的エネルギーシフト」 

 

【基本ビジョン】 

2011 年 3 月 11 日は、日本にとって、明治維新、太平洋戦争敗戦に次ぐ、歴史的な「第３のリセ

ット」の日となる。もはや過去の体制には戻れないし、戻ってはならない。震災による数多くの犠

牲はもとより、福島原発事故という「人災」が私たちに与えたとてつもない恐怖や今後長い年月に

わたって向き合わなければならない放射能汚染という厄災を捨て石にしてはならない。3.11 後の

エネルギー政策・原子力政策は、人心を一新した上で、日本国民が未来に希望を持つことができ

るものを築きあげてゆかなければならない。 

地域分散型の自然エネルギーを中心とするエネルギー政策に転換すれば、短期的には震災復興

経済の柱となるだけでなく、中長期的には自然エネルギーを 2020 年に電力の 20%増の 30%、

2050 年には 100%を目指し、電力安定供給・エネルギー自給・温暖化対策の柱とする大胆かつ戦

略的なエネルギーシフトを目指す。 

 

【基本的な考え方】 

(1) 原子力の凍結と国民的議論 

 もともと日本の原子力発電所は老朽化が進んでおり、通常に想定される 40 年寿命で見ても、今

後、急激な減少期を迎える。それに、新増設の放棄や地震で影響の受けた原子力発電所の廃止措

置などで、一気に原子力発電所の設備容量の減少が進む。原子力は遅くとも 2020 年までに全廃す

る。 

(2) 節電・省エネと脱化石燃料 

ここ数年にわたる短期的な電力供給は、化石燃料主体となることは避けられない。何よりも温

暖化対策の問題が生じるほか、石油や石炭の高騰によるエネルギー供給リスクが懸念される。よ

って、電力需給を確保しながら、同時に脱石油・脱石炭を達成することを政策目標とする必要が

ある。現状の「我慢の節電・省エネ」から「利便性を損なわない節電・省エネ」を行い、2020 年

までに 20％削減。石油・石炭は優先して削減することで約 10～15%、天然ガスは変動吸収の主役

として約 25～30％程度に。2050 年までには脱化石燃料を達成。 

(3) 自然エネルギーの加速度的な普及拡大 
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今後の電力源の主力は、省エネ・節電と並んで、自然エネルギー以外の選択肢はない。すでに

海外では、農業革命・産業革命・IT 革命に続く「第４の革命」と呼ばれるほどの急成長を遂げつ

つあり、日本はその流れから、完全に取り残されていた。日本でも、現在およそ 10%の自然エネ

ルギー比率(大規模水力を含む)を、これからの 10 年で 30%へ高めるという政策目標を掲げる。こ

の 30%という自然エネルギーの比率は 2020年の電力量をベースにすると 37%に相当する。さらに

欧州やドイツと同様に、2050 年までに自然エネルギー比率を 100%にするシナリオも視野に入れ

る(電力については現状比で節電 50%、自然エネルギー50%)。 

 

【中長期的な電力シフトイメージ】 

 

【中長期的な電源構成の目標】 

 

参考資料： 環境エネルギー政策研究所「3.11後のエネルギー戦略ペーパー」No.1 Ver.2 (2011年 5月 6日) 

 

 

② 気候ネットワーク    「“３つの２５”は達成可能だ」 

 

【基本ビジョン】 

2011年 3月 11日の東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を受け、エネルギー政策の大幅な

見直しの必要性に迫られている。これからの日本は、原発事故を教訓に、脱原発を図りながら、

温室効果ガスの大幅削減をしていく道が模索される必要がある。 

地球の平均気温の上昇を2度未満に抑え、気候変動による悪影響を極力小さく止めるためには、

日本を含む先進国・途上国における温暖化対策の強化が不可避である。このことは、震災後も全

く変わらない。日本は、2020 年に 25～40％、2050 年に 80％以上の温室効果ガス排出削減をする

ことは先進国の責任として必須であり、2020年 25％削減目標の達成は、その通過点として必ず達

成するべきであるものである。 

エネルギーシフトと温暖化対策には共通点も多く、一体的に取り組むことが可能である。 

気候ネットワークでは、自然エネルギーを基軸にした低炭素な持続可能な社会を築くための重

要な通過点として、「原発に頼らず、3 つの 25 は達成可能」だとして、電力消費 25％削減、再生

可能エネルギー25％導入、CO2 25％削減を同時達成することができるという 2020 年シナリオを

発表している。これに基づき、3 つの 25 の達成に向け、持続可能な社会に向けた大きな一歩を踏

み出すことを提案している。 

 

【基本的な考え方】 

(1) 明確な脱原発方針 
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 原発については、40 年廃炉（ケース 1）、30 年廃炉（ケース 2）、2020 年全廃（ケース 3）（再

稼働なしケース／再稼働ありケース）について検討を行っているが、福島第一原発事故を受け、原

発依存度は、速やかに下げ、脱原発を目指すべきである。ケース 3 の再稼働なしで原発を 2012 年

にすべて停止した場合でも、省エネ・再生可能エネルギーの対策によって、電力需給を賄うこと

は可能である。 

(2) 温室効果ガス 25％削減の達成 

従来の国の温暖化対策は原発依存だったが、温暖化対策には、省エネ、再生可能エネルギー、

脱石炭など、原発以外にも、選択肢は多様にあり、目標達成はケース 1～ケース 3のいずれにおい

ても十分可能である。これらの対策を実施していくために、すみやかに必要な政策措置の導入を

するべきである。 

(3) 対策の柱は、省エネ・再生可能エネルギー・燃料転換 

省エネルギー対策では、発電部門・産業部門の対策に重点を置く。発電部門では、石炭や石油、

古い天然ガス発電所を高効率の LNG 火発へ転換するのとともに、電力ロスを削減する。再生可能

エネルギーは、複数の導入ポテンシャル調査によっても、電力全体の 25～35％導入することとし、

加速度的に上昇させる。 

 

 

参考資料： 気候ネットワーク 「3 つの 25 は達成可能だ」（2011.4.19）、「脱原発の複数シナリオ」（2011.9.8） 

 

 

③ グリーンピース・ジャパン 

「自然エネルギー革命シナリオ―2012年、すべての原発停止で日本がよみがえる」 

 

【基本ビジョン】 

国際環境 NGO グリーンピースは、2012 年にすべての原発を稼働停止しても電力不足に困るこ

ともなく、温室効果ガスの削減目標も達成できるシナリオを 2011 年 9 月に発表した。 

この『自然エネルギー革命シナリオ――2012 年、すべての原発停止で日本がよみがえる』は、

2012 年春までに日本国内のすべての原子力発電所の稼働停止を想定し、原発にも化石燃料にも頼

らない、未来へのエネルギー政策の道筋（シナリオ）を、データに基づいて作成したレポートだ。 

このレポートでは、日本と世界全体それぞれのエネルギー需給について、下記の3つのシナリオ

を供給量、雇用、価格、CO2（二酸化炭素）排出量などの面から比較した。 

 基準シナリオ・・・・IEA（国際エネルギー機関）の『世界エネルギーアウトルック 2009』
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をもとにしたもの。これまでのエネルギー需給状態を継続したとするシナリオ 

 参考シナリオ・・・・グリーンピースが EREC（欧州再生可能エネルギー評議会）と作

成し、DLR（ドイツ航空宇宙センター）に委託してシミュレーションしたもの。日本版は ISEP

（環境エネルギー政策研究所）協力。原発の段階的廃止、化石燃料の使用削減を進めるシナリ

オ。 

 自然エネルギー革命シナリオ・・・・2011 年 3月の福島第一原発事後の新しいシナリオ。

2012 年にすべての原発が停止した場合の影響を検討。作成、協力者は参考シナリオに同じ。 

 

【基本的な考え方】 

３つのシナリオのうち、自然エネルギー革命シナリオを実現することで、以下の4点の達成が見

込まれる。 

1. 2012 年にすべての原発を稼働停止しても、必要な電力がまかなえる 

2. 自然エネルギー・省エネ技術の拡大による経済効果・大幅な雇用増大 

3. 2020 年に、自然エネルギー発電で電力の最大 43％をまかなう 

4. 2020 年までに、温室効果ガスの 25％削減目標を達成する 

これらを実現するためには、１）さらなる省エネの実施、２）自然エネルギーの設備容量（とく

に風力と太陽光）の拡大、および 2012 年から 2020 年までに限定した天然ガス火力発電所の稼働

率上昇（新設は必要なし）、３）インフラ整備が必要となる。 

自然エネルギー革命シナリオを導入することで、原発に頼らないエネルギー政策を実現させ、

日本の環境技術を再び世界トップレベルへ導くことで日本経済の復興にもつなげることができる。

「3.11」をその転換点にしていかねばならない。 

 

【発電構造の変化の比較】 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：自然エネルギー革命シナリオ（2011年 9月発行） 

 
 
④ ＷＷＦジャパン  「脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案」 

 

【基本ビジョン】 

WWF インターナショナルは「全世界で 100％自然エネルギー」が可能であることを示す報告書
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を既に発表している。これに倣い、「100％自然エネルギー」の可能性を、日本についても検討し

たのが本シナリオ提案である。 

【基本的な考え方】 

以下のような過程で 100％自然エネルギーの可能性を検討した。 

1. 現在想定できる省エネルギー対策・技術によって、エネルギー消費量をどれくらい減らせ

るかを検討 

2. 原発の段階的な廃止を想定 

3. 各自然エネルギーのポテンシャル想定を吟味した上で、電力需要および燃料／熱需要それ

ぞれを、産業・業務・家庭・運輸の各部門でどのように満たせるのかを検討 

4. 2050 年における 365 日間の変動する電力需要を、自然エネルギーが満たすことができるか、

気象データなどを元に行うダイナミック・シュミレーションを用いて確認 

【検討結果】 

 現在想定することのできる技術・対策によって、日本のエネルギー需要（最終エネルギー消

費）は、現状と比較して約半分に減らすことができる。 

 電力およびその他のエネルギー需要（燃料・熱）共に、日本で利用可能な自然エネルギーに

よってまかなうことができる。ただし、日本全国の電力系統が連系していることが前提。 

 燃料・熱については、一部を電力に置き換えたり、余剰の風力・太陽光電力から作る水素

で供給する。このため、純粋電力需要は 2050 年には 2008 年の 6 割程度になるが、燃料用

電力を含む全電力需要はほぼ 2008 年並みとなる。 

 自然エネルギーによって、2050 年の 1 年間（24 時間×365 日間）の電力需要を満たすこと

は可能。自然エネルギーの変動性については、余剰時には既存揚水、バッテリー及び上記

燃料用電力として吸収し、不足時は前 2 者の活用によって対応できることが分かった。バ

ックアップ電源は、300GWh のバッテリーがあれば必要ないことも分かった。 

 

【2050 年へ向けた省エネルギーの姿】 

 

【2050 年へ向けたエネルギー供給全体の姿】 

 

報告書は 2部構成となっており、それぞれ以下の URLから入手可能。 

＜中間報告 省エネルギー＞ http://www.wwf.or.jp/re100_ee/ 

＜最終報告 100％自然エネルギー＞ http://www.wwf.or.jp/re100_re/ 
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⑤地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA） 

「脱原発と CO2排出 25％削減の両立は可能」 

 

【基本ビジョン】 

福島第一原子力発電所事故は「原発安全神話」を崩壊させ、甚大な放射能汚染をもたらしている。

また、地球温暖化も進行しており、2020 年までに国内の温室効果ガス排出量を 1990 年比で 25％

削減する必要がある。 

地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA）は、脱原発を進めながら 2020 年 25％削減

が可能なのか、また温暖化対策による日本経済への影響を検討するために、「CASA2020 モデル」

を開発した（Ver.3、2011 年 6 月）。「CASA2020 モデル」の前提条件として、福島や浜岡原発、

稼働後30年を経過した原子炉は直ちに廃炉とし、その後も稼働後30年の原子炉を順次廃炉とし、

2030 年までには原発を全廃するシナリオを描いている。 

「CASA2020 モデル」では、3 つのケースについて、2020 年の CO2排出量を試算した。 

①現状維持ケース（BaU：Business as Usual）：追加対策を盛り込まないシナリオ。 

②炭素税導入ケース：炭素トン当たり 1 万円（CO2トン当たり 2,727 円）の炭素税を導入するシ

ナリオ。 

③CASA技術対策ケース：既存技術などによる省エネ対策や再生可能エネルギーの普及を進める

シナリオ。 

試算したところ、2020 年の CO2排出量は、現状維持ケースで 1990 年比 16.2％増加するが、炭

素税導入ケースで 7.9％の増加に止まり、CASA技術対策ケースでは 25.2％削減可能との結果にな

った。 

【基本的な考え方】 

CASA 技術対策ケースは、①省エネ対策などによるエネルギー需要量の削減と、②エネルギー

シフト（脱原発・脱石炭、再生可能エネルギーの普及）の 2 つが主な対策である。省エネ化の進展

により、産業部門（製造業など）、運輸部門（自家用車やトラックなど）、業務部門（サービス業）、

家庭部門などの最終エネルギー消費が、1990 年比で 15.0％削減（2005 年比で 26.8％削減）され、

各部門での省エネ化の余地が依然として大きい。また、発電所の高効率化とエネルギーシフトに

よりエネルギー転換部門からの CO2排出量が 1990 年比で 17.9％削減（2005 年比で 34.8％削減）

される。原発を順次廃止するので、2020 年の原発の発電量は 2005 年比で 60％減少するが、省エ

ネ化の進展と、再生可能エネルギーとガス火力発電がその減少量を補う。 

マクロ経済への影響については、実質 GDP、可処分所得、失業率のいずれも、現状維持ケース

と CASA 技術対策ケースとの間ではほとんど変化がみられず、温暖化対策による経済への悪影響

は軽微である。 
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【2020 年の発電量の内訳】                【2020 年の CO2 排出予測（直接排出）】 

 

 

コラム【2】世界の長期エネルギーシナリオ 

 

国際的な長期エネルギーシナリオのいくつかを紹介する。 

(1) IEA 世界エネルギー見通し（WEO） 

IEA（国際エネルギー機関）は、“世界エネルギー見通し：World Energy Outlook（WEO）”として 2030

年までのフォアキャスティング（現状延長）型のシナリオを毎年発表している。2007 年に発表された

WEO2007 あたりから世界のエネルギー需給の観点もおいて、特に中国とインドなど新興国のエネルギー

需要の増加に注目し、基準（Reference）・代替（Alternative）・高度成長（High Growth）の 3 つのシナ

リオを提示し、これからの 10 年間の国際的なエネルギー政策の重要性を強調している。WEO2008 から

は、気候シナリオを取り入れ、大気中の温室効果ガス濃度を CO2 換算で 450ppm に安定化させるシナリオ

を評価している。最新の WEO2011 では、気候変動に対する評価をさらに重視して国際的な気候変動政策

への警鐘を鳴らし、原子力発電の問題や、化石燃料についてピークオイル等のエネルギー安全保障に対する

対応や、IEAの予想を超えて普及しつつある再生可能エネルギーの可能性にも注目している。IEAの再生可

能エネルギー技術部門である IEA-RETD（再生可能エネルギー技術開発） では、再生可能エネルギーに注

目した技術シナリオを発表しており、大気中の温室効果ガスの濃度を最終的に 400ppm相当に安定化させる

ため、2050 年までに世界の再生可能エネルギーの割合を 60%程度とするシナリオになっている。 

(2) グリーンピース・インターナショナル、Energy [R]evolution 

これに対して、地球温暖化による危険な気候変動を回避するため世界の平均気温の上昇幅を 2℃未満に抑

えることを前提として、国際環境 NGO グリーンピース・インターナショナル（GPI）と EREC（欧州再生

可能エネルギー評議会）が 2007 年に"Energy [R]evolution”を発表している。そこでは、2050 年までの長

期シナリオとして、省エネルギーと再生可能エネルギーの大幅な導入により、世界の CO2 排出量半減が可

能であることが示されている（※1）。その後さらに進んだシナリオとして、全世界で 2050 年までに CO2

排出量を 80%以上削減するシナリオを発表しており、再生可能エネルギーの導入割合を 80%以上としなが

 



 Ⅲ. エネルギー・環境のシナリオの論点 

 

44 
 

ら、原子力や CCS の利用を想定していないシナリオとして注目される。 

(3) WWF インターナショナル、The Energy Report 

2011 年 2 月には国際環境 NGO の WWF インターナショナルより再生可能エネルギー100%の世界シナリ

オ「エネルギー・レポート～2050 年までに再生可能エネルギー100%：The Energy Report –100% 

Renewable Energy by 2050」が発表された 。この世界シナリオでは、2050 年までに世界のエネルギー需要

を全て再生可能エネルギーで供給することが経済的にも技術的にも可能だという研究成果が示されている。 

(4) 欧州諸国のシナリオ 

欧州では、長期的に 2050 年頃までに再生可能エネルギーにより全てのエネルギー需要を賄う「再生可能

エネルギー100%シナリオ」が、2009 年頃から発表されている。ドイツでは、SRU など政府に対するアドバ

イザーグループなどから再生可能エネルギーによる電力 100%の提案が 2009 年に提出された。2010 年 7 月

には、ドイツ環境局（UBA）が、電力について 2050 年までに 100%再生可能エネルギーとするシナリオを

発表している。さらに欧州全体では、欧州再生可能エネルギー協議会 EREC（European Renewable Energy 

Council）が発表した“Re-Thinking 2050”は、2010 年 4 月に発表された最も先進的な 100%シナリオの一

つであり、2050 年までに欧州の全エネルギー需要を再生可能エネルギーで賄うことを想定している。 

21 世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク（REN21）と環境エネルギー政策研究所（ISEP）は共

同で、未来のエネルギーシナリオについて、再生可能エネルギーの将来性を考え、更なる普及に取り組む各

セクターの礎になることを目的に、レポート“Global Futures Report（GFR）”（※2）の調査研究を行っ

ている。レポートでは主に、再生可能エネルギーの市場展開、各国及び都市・地方での政策や事業への投資

などについて書かれている。その中で整理されている、世界の再生可能エネルギー導入シナリオでの目標値

を下表に示す。IEA のレポートでは、前提条件により多くのシナリオがあり 2050 年の再生可能エネルギー

導入シェアにも電力で 32%～75%の幅がある。エネルギー会社が発表するシナリオでは、2030 年のシェア

が 20～30%程度なのに対し、環境 NGO によるシナリオでは 2030 年に 40～60%、2050 年には 80～100%

の高い再生可能エネルギーのシェアを想定している。 

 

（※1）これに対し IEA では、2008 年に「エネルギー技術展望（ETP）」において初めてバックキャスティングの手法を

採用し、技術的な視野から 2050 年までの CO2 排出量の半減のシナリオを提示しているが、CCS(炭素貯留技術)や原子

力発電の大幅な拡充など、GPI のシナリオとは大きく異なる内容となっていた（2010 年には最新版の ETP2010 を発表） 

（※2）近日発表予定 

表 B-1 世界の再生可能エネルギー導入シナリオ 

シナリオ 目標年 電力 熱 輸送 

IEA 世界エネルギー展望 WEO(2010) 2035 32% 

45% 

16% 

21% 

8% 

14% 

IEA エネルギー技術展望 ETP(2010) 2050 58% 

75% 

  

IEA RETD “AGES”(2010) 2030 61%   

BP エネルギー展望(2010) 2030 ～30%   

エクソンモービル 2030 年展望(2010) 2030 ～25%   

米国 DOE EIA 国際エネルギー展望(2010) 2030 23%   

グリーンピース/EREC(2010) 2030 48% 

61% 

45% 

49% 

14% 

グリーンピース/EREC(2010) 2050 79% 

95% 

71% 

91% 

39% 

WWF/Ecofys エネルギーシナリオ(2010) 2050 100% 85% 100% 
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1.2 シナリオの特徴と政府シナリオとの違い 

 

前節で紹介をしてきたそれぞれのシナリオは、異なる前提をもち、計算方法も違うため、横並

びでの比較は難しい。しかし、これらの市民団体のシナリオに全て共通するのは、いずれも、「現

状の社会がこのまま推移するとしたらどうなるのか」という「見通し」ではなく、「望ましい社会

を実現するためにはどのようなエネルギー構造が必要なのか」という「目指すべき将来の姿」を描

こうとしている点である。そして、その「目指すべき将来の姿」は、現実的な制約を加味して、実

際の統計データ等を用いて計算を行った上でも、「可能である」ことを示している。 

以下では、これらのシナリオに見られるポイントを、省エネルギー、再生可能エネルギー、原

子力、CO2 という各分野に着目して整理する。 

 

 

1.2.1 原子力発電の廃止について 

 

・ 全ての市民団体のエネルギーシナリオが、原発を最終的には廃止していくことを前提としてい

る。また、2012 年の即時脱原発を想定するシナリオもある。 

・ 具体的な想定には、2012 年時点で全ての原発を廃止するものから、運転開始 30 年での廃止を

想定しているものまでの幅がある。2012 年時点で全ての原発を廃止するようなシナリオでも、

CO2 削減等の他の重要目標を着実に達成しつつ、エネルギーの需要を満たしていくことがで

きる可能性を示している。また、原発について最も「保守的」な遅いフェイズアウト想定を置

いたシナリオでも、2030 年時点で稼働している原発は数基しか残っていない。このような想

定の中でも、全てのシナリオにおいて、上述の省エネルギーとの連携によって、日本全体のエ

ネルギー需給はきちんと満たしていけることが示されている。 

 

1.2.2 省エネルギー 

 

・ 全てのシナリオにおいて、現在想定できる技術や対策を前提として、大幅な省エネルギーが可

能であることを示している（表 II-1-1）。最終エネルギー消費ベースで見た場合、2030 年には、

2010 年比で約 12～40％程度の削減が可能であることを示している。さらに、2050 年までを

見れば、現状の半分近くまで最終エネルギー消費を減らすことができると計算しているものも

ある。 

・ エネルギーの中で、電力消費量をどれくらい省エネルギーで削減できるかについては、エネル

ギーシナリオの間で多少の開きがある。たとえば、2030 年までには、2010 年比で 4％～30％

の幅で削減が可能であることを示している。電力消費に関する省エネについて、シナリオ間で

やや大きな幅が生じる１つの理由は、これらのエネルギーシナリオが、現在注目が集まってい

る電力の消費だけでなく、全てのエネルギー源（燃料や熱といった分野）や電力供給部門での

省エネルギーも総合的に検討する中で、電力と熱・燃料について異なる役割分担の想定を置い

ているためである。 
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・ 総じて、現時点までに発表されている政府系シナリオにおいて想定されるよりも、大きな省エ

ネルギーの可能性を示している。図 II-1-1 は、一次エネルギー供給の推移について、現在政府

が検討しているものと、市民団体・NGO のシナリオの中で最大の削減幅を試算しているもの

とを比較したものである。政府の議論では、経産省の基本問題委員会、環境省の 2013 年以降

の対策・施策に関する検討小委員会32ともに、一次エネルギー供給においては 2 割程度の削減

を見込んでいる。これに対し、市民団体・NGO のシナリオで最も野心的なケースでは、2010

年比 46％程度の削減を見込んでいる。このような大きな差が生じる背景として、エネルギー・

産業部門での削減量への期待の違いがある。図 II-1-2 は、最も多くのシナリオが詳細に検討し

ている 2020 年の最終エネルギー消費について、部門別に比較したものである。一番差が大き

いのは、産業に対する省エネの比率であり、次に違いが大きいのは運輸、そして、一番違いが

小さいのは民生という順番になる。 

 

表 II-1-1 省エネルギーに関する NGOシナリオの幅（2010年比の変化率） 

 2020 年 2030 年 2040 年 2050 年 

最終エネルギー消費量 -5％～-22％ -12％～-41％ -24％～-43％ -37％～-52％ 

一次エネルギー供給量 -20％～-29％ -28％～-46％ -36％～-39％ -41％～-49％ 

発電電力量 -5％～-22％ -4％～-30％ -9％～-40％ 12％～-50％ 

（出典：各種市民団体・NGO のエネルギーシナリオ） 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 同委員会では、複数のケースを検討しているが、ここでは、慎重・高位・原子力 15％のケースを基準として想定

した。 

図 II-1-1 政府検討シナリオとの比較１ 

（出典：各種市民団体・NGOのエネルギーシナリオより） 
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図 II-1-2 政府検討シナリオとの比較２ 

（出典：各種市民団体・NGO のエネルギーシナリオより。「環境省・慎重・高位」は環境省の慎重シナリオ、高

位ケース、「気候ネット・追加」は気候ネットワーク・シナリオの追加対策ケース、「CASA 技術対策」は

地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA）のシナリオの技術対策ケース、「GPJ」はグリーンピー

ス・ジャパン、「WWFJ」は WWF ジャパンをそれぞれ指す。） 

1.2.3 再生可能エネルギー 

 

・ 全ての市民団体のエネルギーシナリオが、2050 年時点では再生可能エネルギー中心の社会へ

の移行を想定しており、再生可能エネルギーの大幅な拡大を見込んでいる。 

・ 再生可能エネルギーが電力に占める割合は、現状では 9～10％程度であり、現行のエネルギー

基本計画はそれを 2030 年に 20％程度に引き上げることを想定している。これを改定するため

の基本問題委員会の議論では、再生可能エネルギーに関して最も野心的な選択肢において、

2030 年に 35％が想定されている。 

・ これに対し、市民団体のシナリオでは、2020 年の時点で 30～43％、2030 年の時点で 57～63％

に拡大することができると試算している（表 II-1-2、図 II-1-3）。ただし、この割合について

は、上述の省エネルギーによって分母となるエネルギー消費が大幅に削減されているシナリオ

もあるため、再生可能エネルギーのパーセンテージが大きく見えるという事実にも留意する必

要がある。 

・ また、電力以外のエネルギーも含む一次エネルギー供給では、再生可能エネルギーの割合は、

2030 年には 35～53％になると計算されている。政府の検討の中で最も野心的なシナリオを提

示している環境省の高位ケースの試算では、2030 年時点で 21％となっている。 

・ どの再生可能エネルギー源を重視するかは、各市民団体によって異なる。たとえば、2050 年

までのシナリオを描いているグリーンピース・ジャパンと WWF ジャパンのシナリオでは、

2050 年時点において、グリーンピース・シナリオが、地熱、バイオマス、太陽エネルギーの
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順に重視しているのに対し、WWF シナリオは太陽エネルギー、バイオマス、風力の順番に重

視している。このように、多種多様な再生可能エネルギーの組み合わせによっても、再生可能

エネルギー中心の将来を描く可能なことが示されているといえる。 

表 II-1-2 市民団体・NGOシナリオでの再生可能エネルギー電力の割合の幅 

 2020 年 2030 年 2040 年 2050 年 

電力 29％～43％ 52％～63％ 70％～87％ 85％～100％ 

一次エネルギー供給 19％～24％ 35％～53％ 46％～80％ 64％～100％ 

（出典：各種市民団体・NGO のエネルギーシナリオより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 CO2排出量について 

上述のような野心的な省エネルギーの進展および再生可能エネルギーの普及をしているこ

とから、CO2 排出量の削減量も大きくなっている。エネルギー起源の CO2 排出量の削減幅

については、2020 年時点で 24～34％の削減が可能であることが示されており、2030 年の時

点では 46~58％の削減が可能であることが示されている（表 II-1-3）。 

表 II-1-3 エネルギー起源 CO2排出量の削減率（1990年比）の幅 

 2020 年 2030 年 2040 年 2050 年 

エネルギー起源 CO2 -24％～34％ -46％～-58％ -68％～-83％ -87％～-100％ 

（出典：各種市民団体・NGO のエネルギーシナリオより） 

 

 

図 II-1-3 2020年時点での再生可能エネルギー電力の割合比較 

（出典：各種市民団体・NGO のエネルギーシナリオより） 
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２．持続可能な社会への変革の実現可能性 

 

2.1 省エネ・温室効果ガス削減の実現可能性 

 

 原発のあり方を考える際、「原発分を化石燃料で代替して CO2 を増やすことになる」、「原発と

CO2 のトレードオフだ」と強調されることがあるが、原発分を「省エネ強化」で相殺するトレード

オフも可能である。すなわち、省エネをより強化することで、原発にも化石燃料にも頼らず、CO2

を減らすことができる。省エネの可能性を限りなく追求することは重要である。 

また、気候変動問題や資源制約を受けて省エネの必要性が国際的に高まっている時、日本だけが、

石油ショック時に実現した省エネレベルに満足して立ち止まっていていいはずがないことも明ら

かである。 

 

2.1.1 日本のエネルギー消費の実情 

 

 日本では、最終エネルギー消費のうち、エネルギー転換によって 26％がロス（損失）となって

無駄に捨てられており、最大の消費を占める。ついで、産業部門が 25％を占める（図 II-2-1）。さ

らに、一次エネルギー供給において発電用燃料は全体の 43％を占める。これに対し、運輸部門は

16％、家庭部門は 10％、業務部門は 14％となっている。 

 省エネはあらゆる部門で実施することが必要だが、大幅な省エネを実現するためには、エネルギ

ー消費の多い部門、すなわち、エネルギー転換部門（発電部門）及び産業部門での削減が欠かせな

い。 

 

発電用燃

料, 43%
その他, 

57%

 

図 II-2-1 エネルギー消費の実態（左・最終エネルギー消費の内訳、右・用途別の内訳） 

 

2.1.2 省エネ対策の実態 

  

①省エネ法 

省エネ対策は、主に省エネ法に基づき実施されてきた。 

発電転換

ロス, 26%

産業, 25%

業務, 14%

家庭, 10%

運輸, 16%
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省エネ法では、各分野で規制を行っている（表 II-2-1）。ただし、規制と呼べるものは、機器の

効率改善規制（トップランナー規制）、エネルギーデータの届出や、建築計画の届出などの届出義

務にかかるところに限られる。その他、工場等の省エネや、住宅・建築物の省エネ、輸送に関する

省エネは、努力規定にとどまっている。 

 住宅・建築物の省エネ基準については、新基準の策定や（2020 年前までに段階的に）義務化の

方向性が決まっているが、工場や発電所、大規模事業所等の省エネについては、具体的な対策強化

策は検討されていない。これらに対して最も効果的な省エネ対策となりうるキャップ＆トレード型

の排出量取引制度については、民主党政権発足後に導入・検討がなされたが、2008 年 12 月の閣議

によって実質的先送りが決定し、それ以来、導入に向けた議論は停滞したままとなっている。 

 3.11 後の省エネ法改正提案33でも、改正事項は、ピークカット・ピークシフト対応の導入や、ト

ップランナー機器の追加などに留まり、省エネ対策の抜本強化を盛り込むものではない。 

 

表 II-2-1 省エネ法の対象分野と規制内容 

分野 対象者 規制等 

工場等 工場・事業場（オフィス、小売店、飲食店、病院、ホ

テル、学校、サービス施設等）を設置して事業を行う

もの 

・エネルギー使用実態の届出 

・定期報告 

・中長期計画書 

・省エネ改善毎年１％の努力 

輸送 輸送事業者：貨物・旅客の輸送を業として行うもの 

・荷主：自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者 

計画策定 

定期報告 

住宅・建築物 建築時：住宅・建築物の建築主 

増改築・大規模改修時：住宅建築物の所有者・管理者 

・特定住宅（戸建住宅）：住宅供給事業者（住宅事業建

築主） 

省エネ措置の届出 

定期報告 

機械器具・自動

車 

エネルギーを消費する機器・自動車の製造者・輸入事

業者 

省エネ基準達成の義務化 

 

なかでも、発電部門、産業部門に

ついては、政策的な省エネ対策の実

施は、一部の省エネ機器や設備の導

入を進めるための措置（税制優遇措

置等）に限られ、その他は、経団連

をはじめとする業界団体や企業の自

主的な取り組みに委ねてきている。

1990 年以降の日本の製造業の省エ

ネ効率は悪化している（図 II-2-2）。 

 

②経団連自主行動計画 

日本の省エネが、I-2.1、2.2 で見た

ように他国に比して停滞しているこ

とは、政策導入の遅れとも無関係と

は言えない。 

                                            
33 2012 年 5 月 29 日現在、未成立 

図 II-2-2 製造業の省エネ効率の推移 
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経団連が実施してきている自主行動計画は、独自の指標による業界目標を定めている。参加業界

の CO2 排出量は、2010 年度に 90 年比で 6％削減となっているが、生産減による自然減要素が大

きいと見られている。また、電力の排出分を使用したものに割り振らずに発電所の排出とする、国

際的に取られている計算方法では、2010 年度は同 10％増、また 6 大業界（電力、石油、鉄鋼、化

学工業、セメント、製紙）では 13％増となっている。 

業界は、今後も政策導入より自主行動計画の継続を求めているが、2020 年目標は 2010 年目標と

ほとんど変わらない 2～5％程度の原単位改善を見込むのにとどまり、電力においては、2010 年目

標をそのまま 2020 年に先送りするものとなっている。業界依存で省エネを期待することは難しい

であろう。 

 

③政府の見直し議論 

しかし、政府の議論では、2030 年の発電電力量は１割、一次エネルギー供給を 2 割程度（いず

れも 2010 年比）しか減らさないという前提で固定するという消極的な議論がなされている。既存

の産業構造が続き、高い生産量が維持されるという前提で省エネ対策が想定されているためである。

しかし、省エネの可能性は政策によっても大きく異なるはずである。その変化を見ない上に、小幅

な省エネで固定されてしまえば、原発依存を減らすことも CO2 を減らすことも描きにくい。 

 また、政府は、省エネの重点を家庭・業務部門に置いており、発電部門や産業部門の省エネにつ

いては、個々の省エネ機器・設備の導入を見込む以上に、大胆な省エネを検討していない。さらに、

省エネは需要側の対策と決め打ちし、発電部門については、最大のエネルギー消費部門であるにも

かかわらず、発電所の省エネ対策強化や、発電転換のロスの削減、CO2 対策としての燃料転換など

は、まともに検討対象にもされておらず、省エネ見込み量も極めて少ない。 

環境省のシナリオでは、低位・中位・高位の３つの対策ケースを想定し、省エネの強度の違いを

表している。しかし、その中で産業部門の削減率は小さい。「成長シナリオ」では、2030 年の産業

部門の最終エネルギー消費はどのケースでも 2010 年度よりもむしろ増えるとの結果である。「慎重

シナリオ」においてすら 6～7％減少するのにとどまり、家庭部門の 28～40％削減、業務部門の 10

～28％削減と比べても、削減幅には大きな違いがある。さらに、低位、中位、高位の対策ケースに

おいて、削減幅がほとんど異ならないのも産業部門の特徴であり、高位ケースにおいても、産業部

門における追加対策は検討されていないことがわかる。 

 

2.1.3 省エネの実現可能性 

 

 日本においても、これまで適切に講じられてこなかった分野での対策や一歩踏み込んだ対策をす

すめることによって、より大きな省エネを実現することは可能である。政府の議論では、その可能

性が過小評価されている。しかし、特に発電・産業の両部門には、さらなる削減余地がある。 

 

①発電部門対策 

 エネルギー使用用途の約 5 割を占める発電対策は、第一に省エネ対策を検討すべき分野である。

発電部門の対策には、再生可能エネルギーの導入を大幅に進めることのほかに、火力発電の対策も

必要である。発電所では、発電時に大量の熱を放出し捨てている。効率の悪い火力発電も少なくな

い。CO2 の観点から、石炭の稼働率が他に比べて高いという傾向もある。この状況に対し、効率向
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上、熱回収によるコジェネ推進、石炭火力規制によって、火力からの省エネ及び CO2 削減を大幅

に進めることができる。政府がこの発電対策を明確に位置づけていないことは大きな課題だ。 

欧州の排出量取引制度、アメリカの州レベルの排出量取引制度などは、発電所を中心に対象にし

て省エネを求めている。また、アメリカ環境保護庁も新設の火力発電の規制に乗り出す。日本でも、

発電部門対策が省エネ・CO2 削減にとって重要であることを直視すれば、もっと重点が置かれてよ

いはずである。 

 

②産業部門対策 

 産業部門もエネルギー消費量が大きく、重点分野である。これまでの対策は、自主行動計画に依

存してきた。今後の対策については、政府が省エネ技術対策を羅列しているが、それにとどまらず、

リサイクル割合の増加、工場で未回収である熱回収、冷凍空調など機器の高効率化、オーバースペ

ック解消、台数制御などの対策により、省エネの深掘りは可能である。 

また、省エネ法では、一部業界に対して「セクター別ベンチマーク」が導入され始めている。エ

ネルギー原単位を向上させるための「目指すべき水準」が示されているが、ベンチマークの達成自

体は努力義務にとどまり、現状の平均値や、達成された場合の削減率などが公表されていない。こ

れについては、岡山県温室効果ガス排出量公表制度34において、ベンチマーク指標に対する対象事

業所の実績値が公表されており、目標との差が明らかになっている（表 II-2-2）。こうした実績が

把握されれば、対策は大きく後押しできる。 

 

表 II-2-2 岡山県温室効果ガス排出量公表制度のエネルギー多消費事業者のベンチマーク例 

業種 

大分類 
事業者 

業種 

細分類 

2010 年度

排出量 

[万 t-CO2] 

2010 年度 

エネルギー

原単位 

ベンチマー

ク(中期的目

標) 

ベンチマー

ク達成に必

要なエネル

ギー効率改

善 

事業者の目

標 

鉄鋼業 

JFE スチール 高炉製鉄 1,910 0.566 KL/t 0.531 KL/t -6.2% 総量+27% 

東京製鐵 

電炉(普通鋼) 

67.1 0.189 KL/t 

0.143 KL/t 

-26.7% 原単位-0.7% 

ダイワスチール 
26.8 

0.236 KL/t -29.9% 原 単 位

+7.7% 

アサゴエ工業 電炉(特殊鋼) 4.2 0.398 KL/t 0.36 KL/t -9.5% 原単位-5% 

石油精製 JX 日鉱日石 石油精製業 391.7 0.968 0.876 -9.5% 原単位-3.8% 

化学工業 

関東電化 
ソーダ工業 

16.0 3.465 MJ/t 
3.45 MJ/t 

-0.4% 原単位-5% 

岡山化成 24.5 3.64MJ/t -5.2% 原単位-0.2% 

三菱化学 
石油化学 

159.0 12.0 MJ/t 
11.9 MJ/t 

-0.8% 総量-25% 

日本合成化学 14.6 14.5 MJ/t -17.9% 原単位-5% 

紙パルプ 

大成製紙 

板紙 

7.1 9122 MJ/t 

4944 MJ/t 

-45.8% 原単位-10% 

岡山製紙 4.2 5395 MJ/t -8.4% 原単位-5% 

アテナ製紙 2.5 12749 MJ/t -61.2% 総量-2% 

岡山県は岡山化成を「その他の製造業」に分類。                   (出典：みずしま財団) 

 

③家庭・業務部門 

 政府が想定する家庭・業務部門の省エネ対策には、機器、住宅・建築物の省エネ、省エネ診断や

                                            
34 公益財団法人 水島地域環境再生財団（みずしま財団）「『岡山県温室効果ガス排出量公表制度』2010 年度実績の評価

分析報告書」2012.5.13 
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需要側のマネジメント等の対策が盛り込まれている。HEMS・BEMS の進展、需要側マネジメン

トのさらなる整備等を含め、これからの対策進展による省エネを進めていく余地は大きい。一方、

産業部門や発電部門よりも削減に大きく期待が寄せられ、高い削減率が想定されているため、政府

試算からさらなる上積みは難しいとも言える。 

 ただし、トップランナー機器の大きさ基準の廃止、住宅・建築物の省エネ基準の義務化の大幅前

倒し、スマートメーター導入などを通じたより効率的なエネルギー管理の徹底などによって、より

深掘りできる点もある。 

 

④運輸部門 

輸送部門では、引き続き化石燃料であるガソリンの利用が想定されているが、ガソリン用途の液

体化石燃料を極力減らすことは、不安定な中東への石油依存を低減するためにも重要である。省エ

ネ強化には、従来型の低燃費車・次世代車の導入・転換を促すだけでなく、公共交通をはじめとし

たモーダルシフトを興すまちづくりや、移動のあり方自体の転換を図ることが求められる。内燃自

動車の多くは、21 世紀の時代のニーズに即した負荷の最も少ない環境対応車（電気自動車など）

に置き換えられていることが求められる。 

 

以上のような省エネ対策を適切に講じれば、一次エネルギー消費の 40％、電力の 30％、温室効

果ガス 40％のレベルで削減することは可能である（表 II-2-3）。 

なお、2030 年の民間の技術開発や省エネ対策をすべて予測・想定して試算をするのは、データ

不足もあって完全には難しい。また、将来には全く想定していなかった技術や対策が進む可能性も

ある。そのようなことを理由に目標設定はすべきではないという議論もある。しかし、目標がなけ

れば、求められるレベルまでの省エネを期待することは難しい。重要なのは、一定の削減可能性分

析を行った上で、明確で野心的な省エネの目標を設定することである。それが、省エネ技術開発の

インセンティブとなり、より正確な情報が得られた際に対策を見直す機会を創出することになる。 

 

表 II-2-3 省エネの深掘りの可能性 

部門 細目 主な対策 削減率(部門内) 削減率(国全体) 

エネ転換

ロス 

発電所 発電効率向上 17%削減 17%削減 

排熱利用(10%) 17%削減 

消費側節電(30%) 30%削減 

産業 素材 トップランナー工場化 

自家発高効率化 

産業用蒸気高効率化 

リサイクル材料割合増 

23%削減 

鉄 30% 

他 10% 

7%削減 

非素材 排熱回収 

冷凍空調など機器の高効率化 

オーバースペック解消、台数制御など 

25%削減 2%削減 

業務 機器高効率化、断熱強化 40%削減 8%削減 

家庭 機器高効率化、断熱強化 40%削減 4%削減 

運輸 更新時の省エネ車導入、モーダルシフト 40%削減 7%削減 

省エネ合計 一次エネルギー  45%削減 
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最終エネルギー 

産業・業務・家庭・運輸 

40%削減  

（出典：気候ネットワーク「省エネルギーの可能性」2012.4.11） 

 

2.1.4 温室効果ガス削減の実現可能性 

 

 これまでの温暖化対策は原発の推進を前提としてきた。しかし、原発は、温室効果ガスに寄与し

てこなかったことは本エネパネの既出のペーパーでも明らかにしてきたところである35。原発依存

を低減させることになれば、当然、原発に頼らない排出削減対策によって、温室効果ガス削減を図

らなければならない。 

 温暖化対策の基本は、省エネの大胆な推進、そして再生可能エネルギーの大幅普及を進めること

である。加えて CO2 削減の観点からは、同じ化石燃料の中でも石炭から天然ガスへの燃料転換も

重要視されるべき対策となる。 

重点は、前節でみたとおり、発電部門と産業部門の対策である。これらの対策をすすめることに

加え、燃料転換として、当面天然ガスの運転に稼動をシフトさせることで、削減の深掘りは可能で

ある。環境 NGO のシナリオのすべてにおいて原発依存を下げながら 2020 年 25％は達成可能と試

算されていることも注目される。 

これらの削減目標を達成するためには、野心的で拘束力のある目標、そしてそれを後押しする政

策の強化が不可欠である。とりわけ、キャップ＆トレード型の排出量取引制度や、より効果の高い

炭素税、石炭規制、住宅・建築物規制の導入などは、排出削減に寄与する有効な手段であり、速や

かに導入を実現することが求められる。 

 なお、温室効果ガスの排出削減はグローバルに取り組む課題であり、日本の国内事情だけで削減

目標レベルを決定して良いものでもない。I-1.2 でみた気候変動の限界と制約を踏まえ、国際的に

協調してこの問題に挑む必要がある。2020 年には 25～40％削減、2030 年にはそれ以上の削減を

実現し、2050 年には 80％削減以上を達成することが、先進国としての日本に求められる削減レベ

ルである。 

日本の温室効果ガス削減目標は、気候変動のリスクを防ぐために必要な削減量から日本が取るべ

き道を決定することが必要である。政府は、2050 年に 80％削減する方針である。そこへの通過点

として、2020、2030、2040 年の目標は、バックキャスティング手法で、遅延なく着実に削減を達

成するよう設定されるべきであろう。 

 

 

2.2 再生可能エネルギー導入の実現可能性 

 

再生可能エネルギーの実現可能性について、現在指摘されているさまざまな課題は将来に向け

て十分に解決が可能であり、その膨大な導入ポテンシャルから地球環境問題だけではなく、日本

にとってエネルギー安全保障の面からもエネルギー自給率を高める最も有力な手段となる。さら

に技術開発や経済効果の面でもグリーン成長の切り札となり、地域経済や一次産業との相乗効果

など多くの導入メリットが期待される。一方、火力の化石燃料コストは今後上がる一方であり、

                                            
35 エネパネ「Box-4 原子力発電の CO2削減効果」「発電の費用に関する評価報告書」P24 、2011.10 
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気候変動に対する制約も大きい。さらに、原発に関する導入および使用の制約条件は非常に厳し

くなっており、将来に向けては再生可能エネルギーがもっとも導入可能性そして利用可能性の高

いエネルギー源と言うことができる。 

 

2.2.1 世界の再生可能エネルギーの急成長 

 

風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーが、今、世界的に急成長している。再生可能

エネルギーの市場に関する Bloomberg New Energy Finance（BNEF）の最新レポート36によると、

世界の再生可能エネルギー市場の規模は 2011 年には 2300 億ドルを超え、成長を続けている（図

II-2-3）。そのうち日本は 86 億ドルで約 4%の市場シェアとなっているが、現状では日本の市場の

ほとんどが住宅用太陽光発電である。 

 

 

図 II-2-3 世界の再生可能エネルギー市場の推移（出典：BNEF、2012) 

 

世界の再生可能エネルギーは、電力、熱、交通など全ての分野で大きく増加し続けている。

REN21 が毎年発行している「世界自然エネルギー白書 2011」によると、2010 年時点の世界の最

終エネルギー消費に対する再生可能エネルギー供給の割合は約 16％（推計）になっており、この

うち水力発電が 3.4%、再生可能エネルギーの熱利用が 1.5%、発電が 0.7%、バイオ燃料が 0.6%で

あるが、現状でも薪などの伝統的バイオマスが約 10%を占めている。発電量に占める再生可能エ

ネルギー割合は合計すると 19.3%であり、世界全体では原子力発電の 13%より多くの発電をすで

に行っている。内訳としては水力発電が 16%で最も大きく、水力発電以外の再生可能エネルギー

は 3.3%となっている。 

日本は、世界の自然エネルギーの趨勢の中で、太陽光発電など一部の分野を除き、先進各国の

後塵を拝している。例えば、図 II-2-4 に示す世界各国の風力発電の累積導入状況では、先行して

いた欧州のドイツやスペインに対して、この数年で米国や中国の導入量が急速に増加している。

特に中国はこの 5 年間に急激な風力発電の導入により、2010 年に米国を抜いて世界 1 位になり、

                                            
36 “Who’s Winning the Clean Energy Race? 2011 Edition” 

http://www.newenergyfinance.com/WhitePapers/download/68 

http://www.newenergyfinance.com/WhitePapers/download/68
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2011年末の累積導入量が 6373万kWに達している。これに対して日本の導入量は少しずつ増加し

ているものの、2011 年末で 250 万 kW に留まり、その差は実に 25 倍に達する。 

日本がその技術開発で先行していた太陽光発電についても、近年、欧州各国での導入が進み、

ドイツとの比較では、2005 年以降、大きく引き離されている（図 II-2-5）。特に 2010 年にドイツ

は年間 740 万 kW を導入したが、2011 年にも 750 万 kW を導入し、太陽光発電の累積導入量は

2011 年末に 2500 万 kW近くに達している。これは日本の累積導入量 490万 kW(推計)の実に 5 倍

以上に達するが、国内の全発電量の規模から考えると 10 倍の導入量に相当する。 

 

図 II-2-4 風力発電の累積導入量の各国の推移(作成：ISEP、GWECデータ) 

 

 

図 II-2-5 日本とドイツの太陽光発電の導入量の推移(作成：ISEP) 
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2.2.2 国内での導入ポテンシャル 

 

国内での再生可能エネルギーの本格導入の実現可能性については、これまでの環境省および経

産省などにおける導入ポテンシャル（エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置

の可否を考慮したもの）に関する調査検討結果があり、日本を地域別にみた再生可能エネルギーの

導入ポテンシャル（将来、導入が可能な発電設備の容量）は非常に大きいことが分かっている。例

えば、2011年 4月に発表された環境省の「平成 22年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」

では、太陽光発電（住宅用以外）、小水力発電そして風力発電について国内全域の導入ポテンシャ

ルを推計している。太陽光発電については、工場やビルなどの屋根の上に太陽光パネルを取り付

ける他、遊休地など様々な未利用の土地が日本全国で活用できることが示されている。小水力に

ついては、水資源の豊富な全国の山間地域において導入が可能であり、その導入可能量は 1400 万

kW と推計されている。風力発電については、従来から導入が進められてきた陸上について、特に

東北地域や北海道において導入ポテンシャルが大きく、その導入可能量は、2 億 7300 万 kW と推

計されている。さらに現在、技術開発が世界中で進んでいる洋上風力については北海道を中心と

した地域で導入ポテンシャルが大きく、導入可能量は 1 億 4100 万 kW と推計され、陸上とあわせ

た導入可能量は 4億kWを超えている。これは、日本国内に現在ある発電設備の全設備容量を遥か

に上回る量である。 

さらに、再生可能エネルギーの導入ポテンシャルについてはエネルギー・環境会議のコスト等

検証委員会報告書で、経産省や環境省などの調査結果が整理されている37。それによると太陽光発

電の導入ポテンシャルは住宅用で 6500 万 kW、非住宅用で 1 億 5000 万 kW 程度まである。風力

発電については陸上風力で 2 億 8000 万 kW 程度、洋上風力に至っては 15 億 kW 程度の導入ポテ

ンシャルがあることがわかっている。さらに中小水力が 2000 万 kW、地熱発電が 1400 万 kW（温

泉熱発電を含む）となっている。 

地域別の導入ポテンシャルを風力発電について見てみると、北海道や東北、九州に多くのポテン

シャルがあることが、JWPA（日本風力発電協会）による調査でもわかっている。特に北海道では

現在導入されている全ての発電設備（火力や原子力を含む）に対して、30 倍もの導入ポテンシャ

ルがあるという調査結果となっている。その中で、陸上での導入に加えて洋上での風力発電の導

入も期待されており、日本国内でも技術開発や実証試験が始まっている。 

さらに日本国内には、世界第三位の地熱資源による地熱発電や地熱利用の大きな可能性がある。

産業技術総合研究所が 2008 年度に行った地熱資源量の評価結果では、大規模な蒸気を利用した地

熱発電の導入可能量が約 2300 万 kW あった。これは現在の設備容量の 40 倍以上に達する。さら

に日本には高温のため利用されていない温泉のエネルギーがあり、それを発電に活用する温泉熱

発電（バイナリー発電）の導入可能量は約 700 万 kW あると推計されている。 

 

2.2.3 経済性の評価 

 

再生可能エネルギーの経済的な実現可能性の評価としてその発電コストがポイントになる。発

電コストの考え方は本評価パネルにおいても 2011 年 10 月に「発電の費用に関する評価報告書」を

                                            
37 http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive02_hokoku.html 

http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive02_hokoku.html
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発表している38。従来の原子力発電や化石燃料の発電コストは、様々な外部費用や将来の燃料費高

騰などの制約条件が考慮されておらず、その導入コストや運用・維持コストはさらに大幅な上昇

が想定される。一方、再生可能エネルギーは、これまでの世界での急速な導入拡大と共に、その

コストは着実に低下してきており、国家戦略室のコスト等算定委員会の試算でも近い将来には逆

転をするとされている39。太陽光発電、風力発電などは導入量が増えるにしたがって、学習・経験

曲線あるいは大規模化によるコストダウンを将来的に見込むことができる。すでに日本国内にお

いても導入が進んでいる住宅用太陽光発電については、コストダウンが加速しており、メガソー

ラーや風力発電についても、海外での事例と同様のコストダウンが期待できる。コスト等検証委

員会の試算では 2030 年には、再生可能エネルギー発電コストは他の電源と同じレベルになるとさ

れているが、世界の趨勢をみれば、これは前倒しが十分に可能である。また、バイオマス発電以

外の再生可能エネルギーでは燃料調達が原則として不要であることから、20 年を超える長期間の

運転（設備更新を伴う）を想定すれば、その発電コストはさらに下げることができる。すでに世界

の再生可能エネルギー市場は急成長の段階に入っており、市場の拡大に伴う波及効果はすでに明

確である。 

再生可能エネルギーの導入コストは、大量導入によりコストが下がり、世界中で普及した FIT

制度が市場価格になるまでの橋渡し役を果たしている。再生可能エネルギーのシェアが上がり、

単価が下がれば導入に伴う負担も下がる。しかし、この負担は裏返せば、I-3.2 で見たとおり、今

後上がる一方の化石燃料コスト負担の影響を緩和するための投資でもある。再生可能エネルギー導

入に伴う固定価格買取制度での賦課金は、2030年頃をピークにkWhあたり2円程度とされ、電気

料金への影響も、十分に低いレベルである。 

さらに、再生可能エネルギーの本格導入に伴う経済的な影響については、設備投資などに伴う

費用と便益を評価することが重要であり、固定価格買取制度など市場メカニズムを活用した施策

が十分に効果があることが欧州などで証明されている。再生可能エネルギーの便益としての①温

室効果ガスの削減、②エネルギー自給率の向上、③化石燃料削減、④産業活性化、⑤雇用の創出

などを勘案すれば、それらのメリットのために電気料金に上乗せ額を払うことは十分に合理的な

施策であり、市場を活用した資金の調達や設備投資も実現可能である。 

 

2.2.4 送電網等の電力システムの課題 

 

 再生可能エネルギーによる発電を本格的に導入した際、送電網など電力システムに関する課題

についても十分に解決が可能である。既にスペイン等の欧州の国では再生可能エネルギーが 30%

近く入り、最大時間帯で 60%以上を風力が占める状況においても、広域の系統運用と、気象予測を

もとにした風力や太陽光の出力予測モデルを活用した上に、調整電源を使用して、安定した系統運

用を実現している。日本においては、一定出力の運転しかできない原発のためにこれまで 2500 万

kW 以上も導入されてきた揚水発電も、今後は再生可能エネルギーの調整電源として活用できる。

広域での系統運用を実現し、さらに出力抑制などを組み合わせれば、蓄電池のようにコストばかり

かかる方法に固執する必要はない。 

詳しい分析は、環境省の「2013 年以降の対策・施策に関する検討小委員会」の「エネルギー供

                                            
38 http://ja-jp.facebook.com/enepane 
39 http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive02.html 

http://ja-jp.facebook.com/enepane
http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive02.html
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給 WG」でも評価されている40。その結果、再生可能エネルギーとして太陽光発電および風力発電

を大量に導入した際の送電網への影響については、合理的な費用の範囲で対策を行うことが可能

である。太陽光発電と風力発電が大規模に導入された 2030 年の高位ケース(再生可能エネルギー

35%)でも、地域ブロック別・1 時間レベルの需給バランスに対する調整能力を考慮した試算が行

われている。この場合、広域の系統運用でカバーできない局面では、需要の能動化、揚水発電の

利用、出力抑制の順で対策を実施することを想定している。火力発電などバックアップ電源によ

る調整も必要になるが、上記の対策と組み合わせることにより、既存の設備を活用した合理的な

範囲での運転が可能と考える。2030 年までの系統対策費用の試算では高位ケースで合計 5.1 兆円

（2690 億円/年）となり、十分に合理的な設備投資の範囲に収まると考えられる。 

 

2.2.5 再生可能エネルギー政策の重要性 

 

再生可能エネルギー導入の実現性については、すでに日本よりも 10 年先行している欧州の導入

実績および政策、今後の政策目標を参考にすべきである。日本が 1990 年から 2010 年にかけて再

生可能エネルギーの電力の割合をほとんど増やしていないのに対し、EU 各国では 2000 年以降、

着実に再生可能エネルギーの導入

量を増やしている。ドイツ、スペ

イン、英国においては 2000年から

の 2010 年の 10 年間で再生可能エ

ネルギーによる発電量を約 3 倍に

増やしている。さらに EU では

2020 年までの再生可能エネルギー

の導入目標を最終エネルギー消費

の 20%と定め、さらに国別の導入

計画を策定している（図 II-2-6）。

EU各国は 2020年までに 35%を超

える再生可能エネルギーの導入目

標を掲げている。日本においても、再

生可能エネルギーの導入目標を明確に

掲げ、そこに向け政策を強化していく

必要がある。また、再生可能エネルギ

ー電力供給の目標として、35%はむし

ろ最低限のレベルと言える。原発と化

石燃料の厳しい現実を直視すれば、

2020 年までの再生可能エネルギーの導

入目標を欧州各国並みに高く設定し、

2030 年には電力の 50%程度、そして

2050 年頃までには最終的に 100%を目

指す必要があると考えられる。 

                                            
40 http://www.env.go.jp/council/06earth/y0613-14/ref03.pdf 

表 II-2-7 再生可能エネルギー発電導入による 

雇用効果 

図II-2-6 国別の再生可能エネルギーによる電力の比率と政策

目標（IEA, EUデータより ISEP調べ） 

http://www.env.go.jp/council/06earth/y0613-14/ref03.pdf
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2.2.6 雇用への効果 

 

雇用効果では、明らかに大規模集中型の発電設備よりも分散型の再生可能エネルギーほど大きい

（表 II-2-7）。原子力発電所については、I-3.3 で見たように、今後、廃炉に伴う雇用がある程度考

えられる。再生可能エネルギー分野では、太陽光発電などの再生可能エネルギーの機器そのもの経

済効果もあるが、国際競争下にあり、機器そのものの国内シェアだけでその経済効果や雇用効果

を期待しにくいかもしれない。しかし、事業を行うための制度、金融、設計、施工、メンテナンス

など多岐にわたる経済・雇用効果がある。さらに導入に伴う環境面、エネルギー安全保障、農林水

産業や地域活性化などさまざまなメリットが得られるなど多面的な評価が必要である。ドイツで

は再生可能エネルギー分野において、日本の数倍の市場規模に達している41。 

 

 

                                            
41 ISEP ブリーフィングペーパー「ドイツは自然エネルギーへのシフトを継続する」、2012.4.18 

http://www.isep.or.jp/library/2772 （ドイツでは日本と比べて設備容量で約 5 倍（発電規模では 10 倍相当）の太陽光

発電がすでに導入されており、毎年の導入量も日本の 5 倍を上回るペースとなっていることに注意。） 

 

http://www.isep.or.jp/library/2772
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おわりに ～ 2050年社会ビジョン 

 

日本では、戦後の高度経済成長を遂げる中で、製鉄、セメント工業、化学工業など重厚長大産

業のエネルギー多消費産業が飛躍的に発展してきた。また同時に、大規模火力発電や原子力発電

など大規模集中型の電力システムが構築され、原子力や化石燃料のエネルギーに依存し、エネル

ギーを大量に浪費し、資源を大量消費大量廃棄する社会でもあった。こうした社会構造は、私た

ちのライフスタイル全般にも組み込まれ、使い捨て文化やエネルギーの無駄な浪費にもつながっ

ていた。誰もが電気やガスを享受し、自動車を所有し、大量のエネルギーを消費していることは、

一種のステイタスのようにもとらえられてきた。しかし、20 世紀に作り上げられたこのような社

会は、人々に物質的な豊かさをもたらした一方、今日の諸問題を生み出してきた。新しい時代に

向け、産業構造転換の必要性に迫られている。 

 

産業構造の転換を遂げたあとの 2050 年の社会は、原発・気候変動・化石燃料のそれぞれの制約

と限界の中で、“20 世紀型社会”とは全く違った社会へと変遷していなくてはならない。 

 

では、原子力発電や化石燃料に依存せず、CO2 排出量を 80％以上削減する社会とはどんな社会

だろうか。ともすると、こうした社会を想像すると、「江戸時代に戻るのか」とか「ろうそく一本

で生活するのか」と、人々の生活の質を落とし、豊かさを手放さなければ実現できないイメージを

もって語られることがある。しかし、未来はこれまで国内外で積み上げてきた技術の延長にある。

それは私たちの子や孫たちに引き継がれていく。知恵と創意の結集によって、再生可能エネルギー

を最大限活用し、省エネルギーを実現しているとすれば、それは、質の高い安心して暮らせる持続

可能な社会なのではないか。 

 

2050 年の日本では、限りある資源の中でエネルギーを自給し、大量消費社会から浪費を抑制す

る社会へと転換し、自分たちにとって本当に必要なエネルギーがどれくらいなのかを意識したラ

イフスタイルを送っていることだろう。エネルギーの無駄や損失は限りなく省かれ、自然環境の

豊かな恵みや地域ごとの特性を最大限に活用する社会へと移行し、そのような時代のニーズに合

った新しいサービスや産業が発展しているだろう。そして人々は家族や共同体など社会の繋がり

の中で生きていることを実感しながら、自然環境や資源を大切に利用し、新しいライフスタイル

の中に真の豊かさを追求しているだろう。 

 

具体的な姿をイメージしてみよう。 

暮らしで使われるエネルギーは再生可能エネルギー100％を実現している。IT は今からは想像

できないほどに発達し、暮らしを大きく変える。すべてのエネルギー機器はネットワークで端末

管理でき、家庭での電力消費量は常にリアルタイムで確認され、不要な電力を無駄に浪費するこ

とはない。熱と電力が適材適所で効率的に利用されている。 

  ガソリン車はほぼ淘汰され、車の多くは電気自動車かそれに代わる最も効率がよく環境負荷が小

さい乗り物に取って代わられている。カーシェアリングやサービスタクシーの普及でマイカーを

持つ人は少なくなり、なおかつ、鉄道や路面電車、バスなどの公共交通機関がこれまで以上に利便
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性が高くなり、自転車道の整備も進んだため、人々の“足”として幅広く活用されている。 

人口減少と高齢化に伴って働く人は減少するが、ITの発達でワークシェアリングや SOHO など

で望ましい働き方の選択ができるため、女性や高齢者の就業率が増加している。労働環境にもゆ

とりが生まれ、自由な時間を楽しみながら農的活動や自給自足的要素をとりいれたライフスタイ

ルにも大きな価値が置かれるようになっている。 

  すべての機能が東京に集中する意味もなくなり、東京一極集中の社会から地方に分散している。

それぞれの地域で、老若男女が協力し、民意が反映された形で魅力的で持続可能なまちづくりが行

われている。 

農業・漁業は、自然が再生できる範囲内での収穫や漁獲に止める持続可能な方法で営まれ、一次

産業が再び活性化している。過剰消費や無駄な食品の廃棄物を減らす工夫や管理システムが広が

り、食文化が見直され、肉や魚の消費量は以前より減り、自然環境も回復し始めている。 

 

…こうした社会を想定することは、不可能だろうか？ 

いや、すでに「持続可能な社会」に向けて、その動きはいまもあちこちで芽吹いている。そして、

人々の価値観も確実に変わりつつある。 

その変化を捉え、今、決断するのは、現世代の私たちである。日本は今、その転換の時にある。 

 


