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本 日 の 内 容

１．世界及び日本のエネルギー情勢を巡る状況

２．枯渇性エネルギー各論

３．再生可能エネルギー各論

４．国のエネルギー政策、固定価格買取制度

５．エネルギーの選択を考える



一人当たり消費量（2014年）

世界平均

世界の人口とエネルギー消費
・世界の人口は2014年現在約73億人で年7,000万人の割合で増加。
・中国13.7億人、インド12.6億人と圧倒的に多く、今後も開発途上国、新興国を中心に増加
・国別エネルギー消費量は中国、米国で38％を占めるが、将来的には途上国、新興国の
消費が急増する。
・一人当たりのエネルギー消費量は先進国（特に、米、加）が高い。途上国、新興国も先進国
並みの生活水準を望んでいる。
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世界の人口と一次エネルギー消費量（2014年）
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世界の国・地域別エネルギー需要の推移と見通し
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・世界のエネルギー需要は、アジアを中心に増大する見込みとなっており、2030
年には2004年比で約60%増加する見込み。（全体の伸びの約53%はアジア地域）

・アジアでは31億トンから62億トンに増大し，その62%は中国，インドで消費
・2100年までの長期見通しでは、先進諸国は横ばい、途上国は爆発的に増大する。

2,100年までの長期見通し

先進諸国は横ばい

途上国は爆発的に増大

【出典：OECD/IEA, ”World Energy Outlook 2006”】



世界の一次エネルギー消費の推移／予測
・化石燃料の消費は増加し、全体の80％以上を占める。その中で、石炭、石油
の比率は減少し、天然ガスの比率は増加する。

・原子力、水力、再生可能エネルギーの消費も増加し、全体に占める割合として
は再生可能エネルギーの伸びが著しい。

燃料別一次エネルギー消費量 一次エネルギー比率

2017BP Energy Outlook＊再生可能エネルギー：風力、太陽光、地熱、バイオマス、バイオ燃料



資源確認埋蔵量と可採年数
可採年数＝確認可採埋蔵量／年生産量

資源確認埋蔵量と可採年数

ベネズエラ イラン 米国 オーストラリア
サウジアラビア ロシア ロシア カザフスタン
カナダ カタール 中国 ロシア
イラン トルクメニスタン オーストラリア カナダ
イラク 米国 インド 米国

主要埋蔵国

・石炭は資源量が多いと言われコストも安いが、近年中国を中心に途上国、新興
国の高い消費により、可採年数は加速度的に減少している。
・石油、天然ガスは、新油田・ガス田の発見もあり可採年数は、ほとんど変わって
いない。今後、シェールオイル／ガスの開発の可能性もある。
・ウランは、採掘コスト次第で資源量は変わる。海水中からも採取可能である。



主要国のエネルギー源構成
・エネルギー源としては化石燃料が主体であり、世界全体では86％である。（2016年）
・国別でも自国の資源に応じて石炭、天然ガス、石油を多く使用する国が見られる。日本、
韓国は化石燃料資源に恵まれず全面輸入に依存している。
・化石燃料の割合が80％未満であるのは、カナダ、ブラジル（ともに水力が豊富）、フランス
（原子力発電の寄与が最大）である。
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主要国のエネルギー自給率とエネルギ効率

エネルギー効率（石油換算トン／実質GDPドル）

IEA ”Energy Balances of OECD Countries 2010“

主要国のエネルギー自給率（2014年）
%

・エネルギー自給率は、カナダ、ロシアは100％を超える資源国である。一方、日本は先進国
で最低。なお、原子力は準国産エネルギーと見なされている。（国際エネルギー機関）
・イタリアは原子力発電から撤退、フランスはエネルギー供給における原子力の割合が高く、
全体として50％を超える。
・GDP当たりのエネルギー消費量は、日本は断然低く、欧米諸国の2／3～1／2、中国の
1／7、韓国の1／3である。



化石燃料等からのCO2排出量と大気中のCO2濃度の変化

・CO2排出量は、産業革命に伴い石炭の使用量の増加により徐々に増加し、第二次世界
大戦後の産業の多角化、活発化により急速に増え、年間350億トンを超える。
・大気中のCO2濃度は、産業革命以前は280ppmで安定していたが、その後の増加傾向
は、CO2排出量と同様であり、現在は400ppmを超えている。450ppmを超えると地球全体
の温度は2℃を超え、非可逆的に温暖化が進むと言われている。

403ppm（2017）



各種電源別のライフサイクルCO2排出量
ライフサイクルとは、発電燃料の燃焼・消費のみならず、原料の採掘、発電
設備の製作・建設、燃料の輸送、運転終了後の解体、処分のために消費され
るエネルギーを対象としてCO2排出量を算出。化石燃料は圧倒的に多い。

（

ｇ
）



世界のCO2排出量（2016年）

億 トン

BP統計より（化石燃料のみ）

世界全体：
334.3億 トン

基準年 目標年 削減幅

中国 2005年 2030年 GDP当たり60～65％
（CO2のみ）

米国 2005年 2025年 26～28％

EU 1990年 2030年 少なくとも40％

インド 2005年 2030年 GDP当たり33～35％

ロシア 1990年 2030年 25～30％目安

日本 2013年度 2030年度 26％

主要国のCO2削減目標〔パリ協定）

世界のCO2排出量と主要国の削減目標

・世界のCO2排出量は増加の一途を辿り、2016年では334億トン（化石燃料使用分）である。
・国別では、中国、米国が圧倒的に多く、両国で43.3％となる。将来的には、インド、ロシアも
さらに増加すると思われ、地球温暖化は一層深刻な状態となる。
・このため、国連傘下のＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）では、京都議定書に引き続き
昨年、パリ協定を結び各国のCO2排出量削減目標を定めた。米国のトランプ政権は、早くも
離脱を決めているが、地球規模の課題に第2のCO2排出国の今後の対応が心配される。



・終戦後から見ると、エネルギー供給（需要）は約10倍に増加。
・エネルギーとしては、石炭、水力から石油中心となり、石油危機後、原子力、
天然ガスが急速に導入された。

・エネルギ―自給率は80％から6％へ激減。

我が国の一次エネルギー供給実績
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化石燃料の輸入国別比率
・原油の輸入は、中東に80％以上依存している。政情不安定な中東では、常に、
ホルムズ海峡経由の輸送が不安材料となる。

・石炭の輸入先は、オーストラリア、インドネシアが主要国である。
・天然ガスの輸入は、多くの国に依存しているが、自国の消費が進み、輸入が
困難になる国もある。

2015年



P：ぺタ、1015PJ

・近年のエネルギー供給量は省エネが進み減少傾向にある。
・政策として石油依存度50％以下を目指し、近年は45～50％。
・化石燃料依存度は約80％であったが、東電福島事故後は原発停止により92％
まで増加。

我が国の一次エネルギー供給の推移
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原子力



発電供給量割合の変遷
・発電の主要電源は、1965年頃までは水力、1973年の第一次オイルショック前
後までは石油、その後は石油に変わって石炭とLNG、原子力が担っている。
2011年の東日本大震災以降は、原子力発電の割合がほぼゼロにまで減り、その
減少分の大半をLNGがカバーしている。

・発電総量が2010年以降減少しているのは、企業による節電努力が大きい。
・石炭火力発電の割合が2012年の27.6%から2015年の31.6%に増加している。

https://sustainablejapan.jp/wp-content/uploads/2016/05/japan-electricity-proportion1.png


億kWh

事業用発電

・発電電力量も節電（省エネ）が進み増加傾向は見られない。
・福島原発事故後は、原子力発電の停止に伴い、火力発電の割合が約60％から

90％に上昇し、石炭、天然ガスの使用量が増加している。

発電電力量と使用燃料の推移
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発電電力量



・全国の原発運転停止に伴い外国からの化石燃料の調達に年約3.7兆円の追加費用
・化石燃料の追加分と太陽光発電等の課徴金で、電気料金は家庭用で約2割、
産業用で約3割上昇

・CO2排出量は約１億トン増加し、13.4億トンとなっている。

電力9社の化石燃料購入費

追加の燃料費は消費税1.3％に相当

家庭用及び産業用電気料金の上昇

CO2排出量は約1億トン増加
電事連資料より

エネルギー供給における福島原発事故の影響
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3.7兆円増



電源別の発電コスト（2014年／2030年モデル）

経済産業省：総合エネルギー調査会／長期エネルギー需給見通し小委員会／コスト検討WG
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・

発電コスト
2014年
／2030年

＊太陽光、風力の導入拡大には年間3,000～7,000億円
の調整費用が必要

・幅広く各種電源の発電コストを現状と2030年時点で評価。燃料を必要とする
電源は一般的に上昇傾向にあるのに対し、自然変動電源は下降の予測。

・原子力は、事故リスク対策費、政策経費（交付金等）を含めている。
・火力発電及びバイオマス発電には、CO2対策費を含む。
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枯 渇 性 エ ネ ル ギ ー の 概 要

枯渇性エネルギーとは、自然のプロセスにより、人間などの利用速度
以上には補給されない天然エネルギーのことであり、石油、石炭、天
然ガス及びウランが該当する。

石油：原油確認埋蔵量とは地質学的・技術的に検証された原油埋蔵
（51年） 量のうち、現在の技術・経済性で採掘可能なもの。
天然ガス：天然に地下から産するガスの総称。一般には炭化水素を
（53年） 主成分とする可燃性ガスをさす。油田ガス，炭田ガス，水溶性

ガスがある。シェールガスの埋蔵量は多いが、採掘困難多い。
石炭：炭化度が低い順に，泥炭、亜炭〔褐炭），亜瀝青炭，瀝青炭、
（114年） 無煙炭に分けられる。石炭の価値は，炭化度、水分や揮性

物質の含有量により、泥炭から無煙炭へと価値は上がる。
ウラン：ウランは地球上の地殻や海水中に広く分布している。確認可
（102年） 採埋蔵量は572万トンは、U3O8キロあたり130米ドルの採掘

コスト以下のもの。また、高速増殖炉を用いたサイクルが
実用化されれば、その利用は数1000年可能となる。

可採年数



シェールガス・オイルの現状と課題
・シェールガスは、2000年代に入ってから水圧破砕法によって坑井に人工的に
大きな割れ目をつくってガスを採取する技術が確立し、更に頁岩層に接している
坑井の表面積を最大にするために水平坑井掘削技術という技法で3,000 mの長さ
の横穴を掘ることが可能となった。これらの技術進歩の結果シェールガス生産量
が飛躍的に増加し、注目されるようになった。

・可採埋蔵量は206.7兆立方メートル、国別では中国が最も多く31.57兆立方メー
トル、アルゼンチン、アルジェリア、米国、カナダと続く。

・現実には、米国とカナダで掘られたシェールガス生産のための井戸は約110,000
本であるのに対し、北米以外の井戸は200本以下であり、シェールガスおよびシ
ェールオイルの生産量の99.9%は北米に集中しており、事実上、生産は北米一極
である。大量の汚染水排出、メタンガスの放出、誘発地震等の問題ある。

米国の在来型ガス、シェールガス及びCBM生産量在来型の油・ガス田とシェールオイル・ガスの起源と生成のイメージ



メタンハイドレードは救世主か？
・メタンハイドレートは、低温かつ高圧の条件下でメタン分子が水分子に囲ま
れた、網状の結晶構造をもつ包接水和物の固体で、メタン水和物とも言う。

・全世界のメタンハイドレートの埋蔵量は、陸域で数十兆立方メートル、海域
で数千兆立方メートルと言われ、これは、世界天然ガス確認埋蔵量（145兆
立方メートル）の10倍であるが、あくまでも原始埋蔵量である。

・メタンハイドレートの存在する地層の温度を上昇させ、メタンハイドレート
を溶解させてメタンを回収する加熱法が検討されたが、エネルギー効率が悪
く採用されていない。近年では、メタンハイドレートの存在する地層の圧力
を低下させ、メタンハイドレートを溶解させてメタンを回収する減圧法が検
証・実験の対象として進められている。

・メタンハイドレートの商業化は、現段階では見通せず、コスト削減を伴う技
術開発や可採埋蔵量の特定、生産コストの引き下げなど課題は山積している。
特に満足のいくEPR（エネルギー収支比）が得られるかが課題である。



枯渇性エネルギーの使われ方
・枯渇性エネルギーの使われ方としては、大きく産業（企業・事務所他）、運輸、
家庭に分けられる。産業用が全体の約２／３を占めるが、近年、運輸、家庭用
が増加傾向にある。これらは、電気として利用する場合も含まれる。

・産業界では、早くから省エネに努めてきたが、最近はトップランナー方式の
導入や運輸では燃費の向上、ハイブリッド、モーダルシフトが進んでいる。



原油輸入の中東依存度と価格の推移
・原油輸入の中東依存度は、2回の石油危機時に70％程度まで下がったが、その
後、再び上昇し、85％前後で推移している。

・原油輸入価格は、2000年までは20ドル／バレル程度であったが、その後、
急上昇し、一時は100ドル／バレルを超えた。最近はOPECの締め付けが弱く
50～55ドル／バレル程度で推移している。将来予測は極めて難しい。



化石エネルギーによる発電（火力発電）

火力発電の長所

➢エネルギー発生密度が高い。（再生可能エネルギーと比較して）
➢発電所建設に対する周辺住民の反対はそれほど強くない。

火力発電の難しさ

➢ 燃料はすべて輸入に依存し、その入手に膨大な資金と労力が必
要となる。入手価格の見通しも立て難い。

➢ 化石燃料の燃焼に伴い、大量のCO2 を排出し、特に、石炭火力
ではCO2回収・貯蔵が求められる。

➢ 再生可能エネルギーの利用拡大に伴い、バックアップ電源として
の役割が増し、火力発電プラントとしての稼働率低下により経済
性が成立し難くなる。



化石エネルギーによる発電（火力発電）
石油 天然ガス 石炭

安定供給

・資源量は限られ、生産はピー
クに達し、今後は価格の高騰
が心配される。

・中国、インド等の需要の伸び
は大きく、世界的に資源争奪
状態。→ 新たな調達先､権益
の発掘

・産出国は地勢的に偏在し、特
に、政情不安な中近東に大き
く依存している。

・同左

・同左

・貯蔵・輸送が難
しく、輸送費も
高い。

・資源量が他の化石燃料に
比べ豊富で、低価格で
安定している。

経済性 ・極めて低い ・低くはない ・高い

CO2排出 ・高い ・高い
・極めて高い。回収・貯
蔵（CCS)が求められる。

課題 ・資源に限界 ・同左 ・ＣＯ２固定化技術開発

解決策 ・発電は最小限に
・非化石エネル
ギーとのバラン
スで減らす

・CCSの技術的解決がか
なり困難

・発電効率を上げる
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・CO2回収・貯蔵技術（CCS,最近は「利用」も含めることもある）の開発
は、世界各国で実施されている。
・市場原理だけでは普及は難しい。制度的枠組み、補助金、税制的
優遇策等を前提に技術開発を進めることが必須。貯留ポテンシャル
の調査も必要。
・CCSの安全性に関する社会的受容性の涵養も要する。

C O 2 回 収 ・ 貯 蔵 技 術



（参考）火力発電の高効率化の歴史と将来

・火力発電は、プラント熱効率を上げ、経済性を高める努力を行なっている。
・これは、単位発電電力量あたりのCO2排出量を減らし、国際的にトップレベ
ルを維持することになり、国としても強力に支援している。



非化石燃料（ウラン、原子力）の特徴
原子力発電の長所
➢資源枯渇の心配は比較的低く、備蓄が容易。
・陸上ウラン資源は100年以上ある。また、高速炉燃料サイクルが確立されれば、

使用済燃料からプルトニウムを回収し、3,000年は原子力発電を持続可能

・海水中にもウランが3mg/m3含まれており、総計45億トンとなり、回収技術も確立

➢発電コストが他の電源と比較して最も安い。
➢地球温暖化ガスであるCO2を発電過程で排出しない。
➢深夜低価格電力の供給

原子力発電の難しさ
➢核分裂生成物と言う厄介な物質が生成する。
・大量の放射性物質を如何なる際も閉じ込めなければならない。
・原子炉を止めても発熱（崩壊熱）があり、冷却しなければならない。
・高レベルの放射性廃棄物を最終処分（深地層処分）しなければならない。

➢最終目標とする核燃料サイクル技術が未だ確立されていない。
➢上記の技術に対する安全性に関し一般市民の受容性が必ずしも高くなく
（特に福島第一事故以降）、原子力発電の促進、原子力発電所や高レベル
放射性廃棄物処分場等の立地確保に時間を要する。



（参考）原子力発電の今後の設備容量
・現存する全ての原子炉が40年で運転終了の場合、2031年に設備容量が現在
の半分となり、60年運転の場合は2049年に半分となる。

・東電福島事故前に着工した3基の新設炉（合計414万kW）を加えると、設備
容量が半分になるのは後送りになる。

・いずれの場合も、計画から運転開始まで少なくとも10年は要する原子力発電
プラントの増設を現時点で計画しない限り、原子力の比率は低下する。

設備容量（万kW)

40年運転

60年運転



（参考）世界の原子力発電の見通し
・IAEAは、2030年までに、世界の原子力発電所の設備容量は約20～90％増加
すると予測。（100万kW級で60～350基、年間3～19基建設）

・東アジア、東欧、中東・南アジア等が大きな伸びが予想される。



福島事故を受け、運転中の原発所有国は各国とも安全性の見直し
を実施し、より一層の安全確保に努めている。

今後の原子力発電に関する各国の対応
１．基幹電源として計画的に進める

中国、インド、ロシア、フランス、英国、
フィンランド、米国＊ 、旧東欧圏、南米等
＊シェールガスの産出により一部計画の見合わせ

２．原子力発電の新規導入
UAE、サウジアラビア、ヨルダン、トルコ、
リトアニア（建て替え）、インドネシア等南アジア等

３．新増設の見合わせ、運転期間の限定
ドイツ、ベルギー、イタリア、スイス、（韓国）

世界の主要原子力プラントメーカー

（参考）東電福島事故後の原子力発電に対する対応

X



燃料輸入の難しさとCO2排出量
枯渇性エネルギーの燃料である石油、天然ガス、石炭、ウランは、すべて輸入に
依存しているが、これらの燃料の輸入の難しさは、資源埋蔵地域の偏り、輸出量
の偏り、各国の政治的・経済的不安定度等による。また、各燃料を用いた発電に
よるCO2の排出量は前出の通りである。これらを図に表すと下図となる。

燃料輸入の難しさの度合い＝（資源埋蔵地域の偏り＋輸出量の偏り）ｘ（各国の政治的・経済的な不安定度）
＋（日本の輸入相手国の偏り）ｘ（各国の政治的・経済的な不安定度）



100万kWの発電所1年間運転に必要な燃料量と備蓄量

100万kWの発電所を1年間運転するのに必要な燃料の量は、原子力発電と火力
発電では大きな差があり、それは燃料の国内備蓄量にも違いをもたらしている。

100万kWの発電所1年間運転に必要な燃料量 国内備蓄量

6000万kW→285叟

4500万kW→350叟

3600万kW→420叟



再生可能エネルギーと新エネルギー
再生可能エネルギーとは、法律で「エネルギー源として永続的に利用
することができると認められるもの」として、太陽光、風力、水力、地熱、
太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規定
されている。その中で、大規模水力発電と海洋エネルギーを除いたも
のを新エネルギーと呼ぶ。新エネルギーとは、技術的に実用化段階に
達しつつあるが、経済性の面で十分でないもので、石油代替エネルギ
ーの導入を図るために特に必要なものとしている。ここでは、新エネル
ギーの発電分野のものを、再生可能エネルギーと呼び、出力が安定な
ものと出力が変動するものに分類する。



再生可能エネルギーには、
自然条件によらず安定的な運用が可能なもの： 地熱、水力、バイオマス、

海水温度差、潮力（海流）、地下熱等
自然条件によって出力が大きく変動するもの： 太陽光、風力、太陽熱

再生可能エネルギーの主要な長所と短所

長所 短所

エネルギー自給率が向上する エネルギー密度が低いので膨大な土地が必要（太陽
光、風力、太陽熱）

CO２等有害物質の排出がほとんどない
気候や時間帯などに影響される発電方法が多い。電
圧、周波数制御を困難にするとともにバックアップ
電源が必要→CO2を排出（太陽光、風力、太陽熱）

小規模分散型の発電に適する 発電単価が高く、更なる技術開発が必要

基本的に燃料が不要（バイオマスを除く）であ
るので開発が終了したものは発電単価は一定

騒音や設備の破損による人的、物的被害、バードス
トライク、景観を害す（太陽光、風力、太陽熱）

再生可能エネルギーの種類と特徴

35
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風力発電

・太陽光・風力発電は、エネルギー密度が低く、膨大な土地を必要とし、設備費
も高価格。

・太陽光、風力による発電は天候、風任せで、年間設備利用率も12％、20％と低い。
・このため、火力、原子力によるバックアップを必要とし、容量が増すほど負担増。

太陽光、風力発電能力の限界

山手線一杯の面積（約67km2）

太陽光発電

山手線の3.5倍の面積（約264km2）

100万kW設置に必要な面積

米沢市の面積
：548km２

800万kW

200万kW



出力が変動する再生可能エネルギー
太陽光 陸上風力 洋上風力

現状と
見通し

FITの導入により急激に増加し、
平成29年現在3700万kW。設備
認定量も7000万kWに達し、エ
ネ基本計画では、2030年に6400
万kWを目指す。

現在300万kWであるが,適
地が北海道、東北に限られ、
供給変動の調整難しい。
リードタイムが5年程度と
長いこともあり、2030年
時点では、1000万kW達成
の政府目標が実現するか？

国のプロジェクトが先導、民
間は「ウインドパワーかす
み」の30万kＷのみ。今後は、

FIT価格36円/kWhを利用し
商業洋上風力プロジェクト
の具体化が進むであろうが、
着床式が主体。

経済性

発電コストが高く、出力不安定。
21円／kWhの現在の発電コスト
を2020年に14円／kWh、2030
年に7円／kWhを目指すとしてい
る。設備費、工事費、維持費が
諸外国に比べ2倍→低コスト化。
FITによる国民負担が過大。

主要国の約2倍と非常に高
い水準で18円／kWh。技
術開発等による設備費の低
コスト化、設備利用率向上
のための効率的なメンテナ
ンスが必要。

現在のコストはkWhあたり
9.4円～23.1円で、下限は陸
地に近い場所、上限は陸地
から遠い場所で建設コスト
は高く、海底ケーブルの敷
設が必要。コスト低減は技
術革新による。

課題

・パネル設置のため自然破壊
→条例等により規制

・電力系統への接続。電力会
社の買取り量が飽和状態

・バックアップ電源→難しい
蓄電池の低コスト化

・高度なエネルギーマネージメ
ントシステム、地産地消型、
ゼロエネルギーホーム

・平地が少なく立地規制
により大規模な案件が
開発しにくい

・設備費や工事費等の資
本費が高止まり

・騒音、バードアタック等
・設備寿命を迎える風力発
電所の系統連系、FIT認
定、買取価格、土地利用

・国の実証試験プロジェ
クトが主体（特に浮体
式、建設・点検専用
船）

・商業洋上風力は漁業権
の解決、既存産業イン
フラ活用等



出力が安定な再生可能エネルギー
地熱 水力 バイオマス

現状と見通し

低廉なベースロード電
源であり、現状約52
万kW（36億kWh）、
2030年までに38～85
万kWを新たに開発
（環境規制緩和、国の
支援）

大規模な発電所は開発済
みで4745万kW（809億
kWh）、設備更新時の出
力増、新たな中小発電所
を見込んで2030年までに
16～55万kW

現状252万kW（177億kWh）、各種
バイオマス発電を合計して、2030
年には408万kW程度

経済性
既存のものは安価、
開発するには相当な資
金投入が必要で経済性
は低い。

既存のものは安価、新規
は中小規模に限られ、設
備費、維持費とも極めて
割高で経済性は低い

混焼であれば12～13円／kWh、専
焼では30円／kWhで経済性低い

課題

・地元の理解（温泉
枯渇等）

・調査・探査（自然・
国定公園内）

・環境アセスメント
・開発（調査～開発に

10年）
・投資リスクの軽減、
送配電網の整備、円
滑な導入には地域と
の共生が必要。

・奥地化、小規模化
・自然・環境への影響大
・自然公園法、野生生物
保護法

・既得水利権、漁協・
地元調整

・開発難易度高い

・未利用間伐材：集約化
・路網整備を含め木材の安定供給
体制の確立

・建設資材廃棄物は、その90％が
再資源化され発電の余地は少ない

・一般木材・農産物残渣等：量的に
少、輸入依存（本来意義と違う）

・バイオガス：家畜排泄物、食品残
渣→原料調達、経済性に課題

・一般廃棄物：既に確立されている



日本の地熱発電は全国18箇所、20プラント、
最大出力53.4万ｋＷｅ、全電力の0.3％、風力
＋太陽光発電と同等。

有望な未開発
地域29箇所、
約247万ＫＷ。

現状

経産省 支援強化
開発・発電施設費補助：2割⇒３分の１

経産省試算
2020年 120万ｋＷｅ
2030年 190万ｋＷｅ

我が国の地熱発電の可能性



エネルギーミックスにおける電力需要・電源構成

・第4次エネルギー基本計画では、徹底した省エネを進め、経済成長1.7％／年
でも電力需要を17％減らし、2030年の総発電電力量を1兆650億kWh程度と
見込んでいる。

・電源構成としては、火力発電56％、再生エネルギー＋原子力で44％とし、再
生エネルギーは22～24％を期待している。



太陽光発電の導入量と
システム価格の推移

太陽光発電の導入量・認定量、システム価格の推移

・太陽光発電は、固定価格買取制度により急激に増加した。
・設置認定量は、高価格買取りの権利確保のために急増し、7000kWに達する。

太陽光発電の認定量、運転開始量の推移

設置認定量

運転開始量



主要国の再生可能エネルギーの発電比率
・再生可能エネルギーの発電比率は,従来の水力を含めるとカナダ、イタリア、
スペインで40％以上となるが、水力を除くと未だ30％に達していない。

・新再生エネルギーは、多くの国で風力が主体となっている。



エネルギー政策基本法とエネルギー基本計画

エネルギー政策基本法の目的は、
① エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持及び発展に欠く

ことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球の環境に
大きな影響を及ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に
関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかに
する。

② エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、
もって地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の
経済社会の持続的な発展に貢献する。

その内容は、

①安定供給の確保 ②環境への適合 ③市場原理の活用 ④国、地方公共団体、
事業者の責務 ⑤国民の努力等について規定している。

国のエネルギー政策は、2002年に定められた「エネルギー政策基本法」に基づ
いて、経済産業省が「エネルギー基本計画」を作成し、閣議で決定することに
なっている。また、この「エネルギー基本計画」は、3年ごとに見直すこととし
ている。



エネルギー政策基本法とエネルギー基本計画

2003年10月にエネルギー需給全体に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な
推進を図るための基本的な方向性を示した「エネルギー基本計画」が閣議決定
された。その後、2回の見直しを経て、現在第4次基本計画に基づいて施策が
なされている。

エネルギー政策の基本的視点として、「安定供給（エネルギー安全保障）」、「効率性
のある低コストでのエネルギー供給（経済効率性）」、「環境への適合」及び「安全性」
（3Ｅ＋S）を確認し、各エネルギー源の強みが活き、弱みが補完される現実的な多層的
な供給構造の実現を目指す。 ＊原発再稼働、再エネ導入等を見極めつつ、実現可能なエネルギーミックスを提示

①再生可能エネルギー：有望かつ多様で、重要な低炭素エネルギー源。従来の計画を上回

る導入を目指す。2020年13.5％（1414億kWh）、2030年約2割（2140億kWh）
②原子力：優れた安定供給性と効率性を有し、運転コストが低廉で変動も少ない。温室効
果ガスの排出もなく、安全性の確保を大前提にエネルギー需給構造の安定性に寄与する
重要なベースロード電源。原発依存度については、省エネ・再エネの導入や火力発電所
の効率化などにより、可能な限り低減する。

③石炭：安定性・経済性に優れた重要なベースロード電源。高効率火力発電の有効利用等
により活用していく。

④天然ガス：ミドル電源の中心的役割を担う。拡大していく重要なエネルギー源。
⑤石油：運輸・民生部門を支える資源・原料として重要な役割を果たすとともに、ピーク
電源として一定の機能を担う。



エネルギー政策基本法とエネルギー基本計画

電力需要に対応した電源構成（参考：第4次エネルギー基本計画）



固定価格買取制度とその変遷
・再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT)は、再生可能エネルギー源を用
いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を
義務づけるもので、2012年7月にスタートした。

・買取りに要した費用は、電気料金の一部として、使用電力に比例した賦課金と
して国民が負担する。

・太陽光発電の買取価格は、当初、住宅用（10kW未満）42円/kWh、住宅用
（10kW以上）及び産業用40円/kWhで極めて高額であり、その設置が容易なこと
と相俟って太陽光発電の導入は急速に進んだ。

発電単価 固定買取価格
（円／kWh） （円／kWh）

太陽光 29.4 42（＜10kW）
40（＞10kW)

風力
陸上 21.6 23.1

洋上 57.5

小水力 25.2～35.7

地熱 16.9 27.2～42

バイオ 29.7 13.7～43

＊固定買取価格は2012年7月時点

再生可能エネルギー設備容量の推移



固定価格買取制度とその変遷
・固定価格買取制度導入により、①再エネ賦課金の負担（国民負担の増大）が大
きくなり、2030年度の予定価格を大幅に超える。 ②太陽光発電に偏った導入
が進んだ（約9割）ため、特に太陽光発電の買取り価格を下げる。③認定は受け
ているが稼動していない案件が増えた（権利を取得し、設備費が下がるのを待つ）

・高買取り価格により事業者側のコスト意識が低くなっている。太陽光発電の導入
費用は欧米の2倍の約30万円／kWとなっている。

・政府は、2017年4月にFIT法を改正し、買取り価格の引き下げや入札制度の導入
で、太陽光関連事業者の「自立」を促す。

再生可能エネルギー賦課金負担額



エネルギーの選択を考える

➢エネルギー選択を行うに当たっての4つの視点
・エネルギー安定供給：資源輸入元の拡大、海外権益の拡大、見通し不確実、

地政学的に不利、エネ源の多様化、自給率の向上

・地球環境の適合： ＣＯ２排出量の削減、エネルギー源の選択

・市場原理の活用（経済性）：再エネの低価格化、産業や雇用の空洞化回避

・原子力の安全確保と将来リスクの低減： 安全対策の強化、原子力活用

の理解

➢エネルギー構造の改革のための3つの視点
・クリーンエネルギーへのシフトと成長の確保： 再生可能エネの活用

・化石燃料依存度削減とクリーン化：熱効率の向上

・エネルギーシステムの改革： 徹底した省エネルギー社会の実現、市場の

垣根を超えた供給構造改革、多層化・多様
化した柔軟なエネルギー需給構造の構築、
地域分散型エネルギーシステム

客観的、総合的、定量的かつ時間軸を踏まえた議論必要
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安定供給の確保
Energy Security

地球環境へ
の適合

Environment

市場原理の活用
－ 経済性

Economic Efficiency

安全性
Safety

エネルギー自給率：6％
達成目標：～40％

（再生可能エネルギー、

原子力導入促進）
化石燃料依存度：90％超

達成目標：50％以下
（安定した輸入元を確保、
海外権益拡大等）

現状

原発停止により
電気代20％超上昇
（→企業の国際競争力低下、

家計費の上昇
追加化石燃料輸入：3.7兆円/年）

（原子力の復活（国民の判断））
再生可能エネの低価格化

現状
CO2排出量：13.4億トン
削減目標：26％（2030）

50％（2050）
（再生可能エネルギー、

原子力導入促進）兆

特に原子力

現状現状

3E + S

今後のエネルギー供給構造を如何に作り上げるか

エネルギー源に求められる要件



エネルギーを巡る主要国の地政学的状況

・主要国は、石油、天然ガス等のパイプライン及び電力網が他国と繋がっている。
・日本は、島国でありパイプライン、海中ケーブル等が外国との間で敷設されて
なく、地政学的なリスクは大きい。石油輸入の際のホルムズ海峡通過のリスク。



ヨーロッパにおける天然ガスパイプラインと電力系統の連系状況

・ヨーロッパにおける天然ガスのパイプラインは、網の目状に張り巡らされて
いる。

・電力系統網も密接に国際連系されている。
・同期系統は4系統に分かれているが、各地域は直流電線で連系されている。

天然ガスのパイプライン

電力系統網



原子力発電の安全確保の取り組み
・東電福島第一原発事故を受け、事故の教訓や最新の技術的知見、海外の規制
動向等を踏まえ、平成２４年９月、原子炉等設置法の一部を改正。同時に、
原子力規制委員会が発足。

・高い独立性を持つ３条委員会とし、原子力利用を推進する官庁とは、人事交
流を制限（ノーリターン・ルール）。情報の開示を徹底。

・発電用原子炉の新規制基準は平成２５年７月より施行。



原子力発電所の新たな安全対策（例）



これからのエネルギー選択
➢個人、家庭としては、可能な限り省エネに努める。

➢国としては、将来にわたって安定的に、経済性、地球温暖化

対策を考慮したエネルギーを国民、産業界に提供出来る計画、

施策を構築する。

考えなければならない要素として

・エネルギー需給の予測

・エネルギー自給率の向上

・化石燃料の輸入の確保、海外権益の拡大

・CO2排出量削減の国際約束の遵守

・再生可能エネルギーの自立的導入

・原子力の安全確保と国民の理解

・上記に関連する技術開発（国として先導・支援）、等



・エネルギー選択の４つの視点
・エネルギー構造改革の３つの視点
・上記に関する技術開発支援（火力発電の高効率化、CCSの
実用化、再エネの性能向上等）、行政指導、規制緩和等

・少子高齢化・人口減少、IT化→エネルギー需要減少
・エネルギー情勢を巡る状況変化（資源エネルギー庁）
① 原油価格100ドル→50ドル／バレル、再び100ドル／バレル超？→何が起こるか ？
② 再エネの主力電源化→コスト、調整力、ネットワークが課題
③ 自動車産業のＥＶ化競争が激化
④ 原発の再稼働・新増設
⑤ 電力自由化と再エネ拡大による投資環境の変化
⑥ パリ協定を巡る動向、米国の離脱
⑦ 拡大する世界のエネルギー・電力市場
⑧ 中国国営企業の台頭と欧米のエネルギー企業のM&Aの進展
⑨ 金融プレーヤの活動
⑩ 世界全域での地政学上の緊張の高まりー米ロ中印サウジなど
＊M&A：M&A(合併・買収)は、買収企業が被買収企業の支配権を獲得し、吸収したり、
傘下に収めたりすること

A. 行政（国）の戦略としてのエネルギー選択



・国のエネルギー政策（エネルギー基本計画）に如何に整合させるか
・電力自由化に対応しつつ、事業者の利益を如何に確保するか
・化石燃料の戦略的輸入方法（垣根を越えた共同輸入）の構築
・原子力発電所の再稼働、新増設、火力発電所新設計画の構築
・国民及び発電所立地地域の理解が得られるか
・廃棄物処分等の課題は解決可能か
・再生可能エネルギーの自社開発、買取りに如何に対応するか、

分散型電源（再エネ、スマートグリッド）をどこまで進めるか

発電コストの構成上記を総合的、定量的に検討し電源構成、
需給調整等を考えるのではないか。

B. 電力会社の戦略としてのエネルギー選択



C. 一般家庭の生活としてのエネルギー戦略

・省エネを徹底し、家計を守る
電気、ガスの使用量を如何に抑えるかー冷暖房の設定温度（28℃／20℃）
昼間高額／夜間低額の設定料金へ契約替え、買い換え時に低電力消費の家電

・太陽光発電設備・蓄電システム（リチウムイオン電池）、ヒートポンプ式給湯
器、断熱性能を上げた家→ゼロエネルギー住宅（ZEM)←補助金対象

・エネファームの設置
・ハイブリッド車、EV車、FCV車への乗り換え
・近くへは徒歩、自転車の利用

家庭部門用途別エネルギー消費量
エネファームの仕組み太陽光発電設備の設置費用
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