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今日お話をしたいこと(1/2)

〇 エネルギーとは何か
エネルギーの種類・文明とエネルギー利用

〇 世界はエネルギーを必要としている
人口予測、エネルギー消費量推移・展望、資源埋蔵量、
電力化率

〇 日本のエネルギーの実情と課題
20世紀後半以降の供給量・資源利用の変遷、
省エネ、化石燃料輸入先、原油価格変動、供給構成と自給率、
電化率・電源別構成、電源別エネルギー収支比、備蓄量
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今日お話をしたいこと(2/2)

〇我が国のエネルギー政策

エネルギー基本計画、エネルギー資源の選択（Ｓ＋３Ｅ）、

第5次エネルギー基本計画

〇再生可能エネルギー

現状、太陽光と風力の特性、課題解決

〇原子力

現状、震災後の電源構成・需給構造・温室効果ガス排出量

・貿易収支、原子力発電は何故必要か

3



今日お話をしたいこと(1/2)

〇 エネルギーとは何か
エネルギーの種類・文明とエネルギー利用

〇 世界はエネルギーを必要としている
人口予測、エネルギー消費量推移・展望、資源埋蔵量、
電力化率

〇 日本のエネルギーの実情と課題
20世紀後半以降の供給量・資源利用の変遷、
省エネ、化石燃料輸入先、原油価格変動、供給構成と自給率、
電化率・電源別構成、電源別エネルギー収支比、備蓄量

4



5

エネルギー資源を単にエネルギーということもある





文明とエネルギー利用

人類とエネルギーのかかわり

7原子力・エネルギー図面集より

電気の利用 水主火従 火主＋原子力・水従

火の使用・約50万年前（最初のエネル
ギー革命）
農業・牧畜・都市革命 約1万年前
技術・産業革命 約300年前
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73.5億人（2015年） ➡ 112億人（2100年）

日本原子力文化財団図面集2017



資源エネルギー庁 エネルギー白書2018

133億ﾄﾝ
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資源エネルギー庁 エネルギー白書2018

IEA：国際エネルギー機関 BP：英国ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾍﾟﾄﾘｱﾑ社
EIA：米国エネルギー省情報局 IEEJ：日本エネルギー経済研究所



BP統計2018 OECD/IAEA「Uranium 2018」



14
出典：日本原子力文化財団 「原子力･エネルギー」図面集2017年版



資源エネルギー庁 エネルギー白書2018

電力化率％＝電力消費÷最終エネルギー消費×100

日本：25.7％ 2016年
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資源エネルギー庁 エネルギー白書2018



17出典：日本原子力文化財団「原子力・エネルギー」図面集2016年版
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明治維新後の一次エネルギー供給量の推移
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20世紀後半以降のエネルギー資源利用の変遷
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第5次エネルギー基本計画 資料 より

1940年代までは水主火従・1950年代に火主（石炭主）水従へ
1960年～90年代は石炭、石油、天然ガス、原子力時代ミックスへ
21世紀は地球温暖化抑制が課題・四半期以降は脱炭素に



資源エネルギー庁 「総合エネルギー統計」



日本は省エネも進んでいるが需要も増えている
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資源エネルギー庁 エネルギー白書2015



資源エネリギー庁 総合エネルギー統計2017





日本原子力文化示談 原子力エネルギー図面集2018



ホルムズ海峡＝エネルギー生命線

日本向け：原油9割、液化プロパンガス8割、
液化天然ガス２割
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石油輸送のリスク



資源エネリギー庁 総合エネルギー統計2017
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出典； 資源エネ庁 日本のエネルギー２０１7

主要国の一次エネルギー自給率 日本は34位



30資源エネリギー庁 総合エネルギー統計を基に作成

電化率％＝電力消費÷最終エネルギー消費×100
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電源のエネルギー収支

32

EPR: Energy Profit Ratio
利用により得られるエネルギーと取
り出すためのエネルギーとの比



経済産業研究所講演資料（2014.6最近のエネルギー情勢とエネルギー基本計画の概要）より
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〇北海道胆振東部地震に伴う北海道大停電
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エネルギー基本計画

〇1970年代の2回の石油危機、1990年代の新たな地球温暖化・電力自由

化問題を受け、エネ2002年4月：「エネルギー政策基本法」施行

エルギー施策を長期的、総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

〇国は「エネルギー基本計画」を策定し3年毎に見直す。

2003年10月（第一次）

2007年3月（第二次）：原子力の導入、再生可能エネルギーの利用拡大、化石燃料の安

定供給確保

2010年6月（第三次）：エネルギー自給率を約７０％とする、ゼロ・エミッション電

源（原子力・再エネ）の比率を約７０％とする

2014年４月（第四次）：東日本大震災及び東 京電力福島第一原子力発電所事故を受け

、2030年目標を策定（再エネ22～24%。原子力20~22%、化石56%）

2018年7月（第五次）：第4次2030年長期エネルギー需給見通しの実現と2050年を見

据えたシナリオの設計



エネルギー資源の選択
• 持続性のある発展を目指し、最適なエネルギー資源群を
選択し組合せる⇒エネルギー・ミックス

• 資源選択の４要素 Ｓ＋３Ｅ
• Ｓ 安全性 Safety
• ３Ｅ 供給安定性 Energy Security

経済性 Economic Efficiency 
環境適合性 Environment Protection

• より高度なＳ＋３Ｅ（第5次エネルギー基本計画）
• 安全性 ：国民が受容可能な安全レベル・安全目標

• 安全最優先＋技術・ガバナンス改革による安全の革新

• 供給安定性：震災前の自給率
• 資源自給率＋技術自給率向上／選択肢の多様化確保

• 経済性 ：国際競争力ある料金
• 国民負担抑制＋自国産業競争力の強化

• 環境適合性：GHG（Green House Gas）削減目標達成
• 環境適合性＋脱炭素化への挑戦

2030年度達成目標：天然ガス27% 石炭26%
石油3% 再エネ22～24% 原子力20～22%
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第5次エネルギー基本計画 2018/7/3 より





今日お話をしたいこと(2/2)

〇我が国のエネルギー政策

エネルギー基本計画、エネルギー資源の選択（Ｓ＋３Ｅ）、

第5次エネルギー基本計画

〇再生可能エネルギー

現状、太陽光と風力の特性、課題解決

〇原子力

現状、震災後の電源構成・需給構造・温室効果ガス排出量

・貿易収支、原子力発電は何故必要か

〇北海道胆振東部地震に伴う北海道大停電

38



再生可能エネルギーの現状



変動型再エネ・太陽光と風力の特性

• 発電量：太陽光は夜間ゼロ、太陽光、風力とも天
候次第
• 需要に応じた発電ができない

• バックアップ電源が必要
• 安定電源 火力 ⇒ CO2低減にならない

• 貯蔵 バッテリー 揚水発電など

• このような構造的要因により高コスト化（FITでカ
バー）

• 変動型再エネの特徴
• 発電時は一斉に同じように発電・重複、余剰が生ずる
「共喰い現象」

• 設備容量が需要容量を超えると発電量が過剰になる

• 間欠発電からの供給を優先すると、バックアップ電源
の経済性が低下

• 2050年に向け経済的に自立化した主力電源化必須 40
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震災後のエネルギー需給構造の変化

• 震災後一次エネルギー
の自給率が約1/3に低
下

• 貿易収支値が赤字転落、
経常収支も大幅に低下

• この傾向は現在も継続

出展：経済産業省資料「日本のエネル
ギーのいま」、エネルギー白書
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自給率

貿易収支と経常収支







御清聴誠に有難う御座いました
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