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シリーズ企画「３．１１大震災」 

 

福島後の｢エネルギー政策｣を考えるために 

望月晴文 元経済産業省事務次官 
２０１１年９月９日 

 

第一次オイルショックの 1973 年に通産省入省。以後、エネルギー畑を歩き

エネルギー庁長官も務めた。みずから「エネルギー事務官」みたいなものと

いうほどだから、エネルギー政策では第一人者のひとりといっていいいのだ

ろう。2010 年、事務次官退任前に｢エネルギー基本計画｣をまとめた。福島の

原発事故で、菅前首相がそれを白紙で見直す方針を打ち出し、野田新首相も

それを引き継いでいる。民主党政権は白紙にどんなエネルギー政策を書くの

だろうか。 

2010 年 6 月に閣議決定した｢エネルギー基本計画｣の前提と主な内容、そこ

に貫かれている価値観などを詳細に説明し、原発の安全性や核廃棄物の 終

処理などについても自身の考えを述べた。 

大概の場合、これまでの延長線上で思考する専門家ほど大きな流れの変化に

うといといわれることが多い。世論や政治やジャーナリズムの方が潮流激変

への直感力は鋭い。しかし、それまでの長い蓄積の中に、決して｢落とし物｣

にしていってはいけないことが多く含まれているも事実だろう。 

 

司会 川村晃司 日本記者クラブ企画委員  

（テレビ朝日報道局報道企画部コメンテーター） 
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日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/user/jnpc?feature=mhee#p/u/5/c6NjLHDQxvE 
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私、去年の夏まで 37 年役人をやっておりま

した。通産省へ入ったときが石油ショックの年

でしたけれども、半分ぐらいの時間を、何らか

の格好でエネルギー政策に携わってきました。

経産省の事務次官で引いたわけですが、私自身

としては、｢エネルギー事務官｣かなあと思って

いるようなところがあります。 

今日の問題との関係で申しあげれば、原子力

安全・保安院というのは、実は通商産業省が経

済産業省に変わった 2001 年に発足したわけで

す。その前に、科学技術庁がＪＣＯの事故の関

係で大分つらい目に遭いまして、結局、行革で

省庁再編、省庁の数を減らすということに伴っ

て科学技術庁がなくなる。そこで科学技術庁が

やっていた原子力の安全規制の部分も含めて、

新しい経済産業省に一元化するということで

権限移動が行われたわけです。 

 

原子力安全・保安院の仕組みを設計 

 

発電部門については経産省自身がエネルギ

ー庁の一部として安全規制をしていたのです

けれども、その他の部分を含めて、格段に対象

範囲が広がるということになりました。そこで、

これには相当きちんとした組織で対応しなけ

れば無理だろうということで、独立した原子力

安全・保安院というものをつくったわけです。 

昨今、それが経産省の中にあって独立してい

ないということで大批判を浴びています。私に

してみれば、何とかエネルギー庁と保安院の間

に、ファイア・ウォールを設けて独立させると

いうことを 大の主眼にして安全・保安院とい

うものを設立させたわけであります。徹底しな

かったという意味では大変無念な気がいたし

ております。 

ただ、当時は大臣の数を２０数名から 14 名

に減らすということが橋本行革の主眼でした

ので、新しく外に、全く独立の大臣をいただい

て、別の組織にするという発想は実はなかった。

こういうものが独立性を持たなければいけな

いということについての認識は十分ありつつ、

かつマネジメントの際には、そういう前提でい

ろんな仕組みをつくったんですけれども、残念

ながら、納得がいくような動きではなかったと

いうことなのかもしれません。 

原子力については、後ほど、もう一回私の考

えているところをお話し申しあげたいと思い

ますけれども、まず申しあげたいのは、エネル

ギー政策というのは一体これからどうあるべ

きか、ということについてです。 

菅前総理は終盤のころから、福島の原子力発

電の事故を踏まえて、エネルギー政策を白紙か

ら見直すということをおっしゃった。白紙から

見直すのは、それは大いに必要だろうし、それ

だけの大きな問題としてとらえて、新しいエネ

ルギー政策について立案をしていくというこ

とは当然大切なことだと私も思います。 

その後、随分時間がたっても、白紙にどんな

ドラフトを書いていくのかというところがな

かなかみえない。したがって、むしろそこにつ

いての希望というか、見直された後の新しいエ

ネルギー政策なり計画なりについてのチェッ

クポイントというか、評価する切り口、そこの

ところについて、私としてはぜひプレスの皆さ

まに頭の体操をしていただけないだろうか、と

いうことできょう伺いました。 

と申しますのも、よくどういうソースでエネ

ルギー供給をするかということを考えていく

中で、ベストミックスということがよくいわれ

ます。今回も白紙で見直して、新しいベストミ

ックスをつくりあげるというようなことをい

っておられる場面が何回かありました。そうい

うことになるんだろうと思うのですけれども、

ベストという以上は何かの評価基準を自分で

持たないと、いいものになったのか、悪いもの

になったのかというのはよくわからない。その

評価基準をどういうふうに考えるのかという

のをお話しすると、何だ、そんなことか、当た

り前じゃないかといわれるかもしれませんが、

ちょっと一緒に頭の体操をしていただきたい

と思うのです。 

そもそもエネルギー政策について、日本の国

民の人たちが も意識したのは、第二次大戦の

ときのＡＢＣＤ包囲網とか、ああいうのを別に
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しますと、戦後であれば 73 年の石油危機だろ

うと思います。第四次の中東戦争が起こって、

それに伴って、特にサウジを中心とした中東の

イスラム諸国が、イスラエルを支援していると

ころに対する石油の禁輸をする。それが幅広く

西側に対する禁輸になって、それから要するに

価格カルテルで原油価格を一気に3倍か4倍に

上げるというところを目ざしたわけです。これ

が 73 年の第一次のオイルショックを引き起こ

すわけです。 

 

オイルショックとエネルギー政策 

 

当時、日本は一次エネルギーの 78％を石油

に依存していたわけです。しかも、その石油の

かなりの部分、過半を中東から輸入していたわ

けですので、大変なショックになった。このシ

ョックは、私は今回のエネルギー問題に伴って

起こっているショックに比べれば、はかるに幅

広く、大きな社会的パニックだったと思います。

簡単にいえば、物が少なくなれば物の値段が上

がるということです。それが極端に少なくなっ

て、供給途絶になるとすれば、それは物が世の

中から消えるという事態になるわけです。 

資本主義的市場経済が導入される前の中国

などは価格統制をしていますので、インフレ的

事象になったとしても、値段じゃなくて、物が

なくなるということがすぐ起こる。しかし、日

本みたいな資本主義市場においても、極端に先

行きの価格の見通しが高くなれば、物が消える

というのを我々は経験した。あのときはお店か

らトイレットペーパーがなくなったわけです。 

入省したばかりでしたが覚えていますのは、

役所のトイレのトイレットペーパーの保管場

所にかぎがついたのです。みんな持って帰って

しまうから。こういうことが起こったのがこの

ときです。これは相当な社会的ショックだった。 

なぜかというと、石油がなくなるだけではな

くて、石油はいろんな産業の、燃料だけではな

くて原材料にも使われているわけです。それが

一気に供給危機にさらされた、ということであ

ります。 

政府は、当時もいまと同じように、電力の使

用制限というのをやりました。 初、10％――

15％ぐらいでやったんですかね。同時に、石油

の使用制限というか、そういうものも行われた。

それから、石油に対して価格規制も行われた。

石油需給適正化法だとか、国民生活緊急安定臨

時措置法とか、こういった法律をあっという間

に二月か三月でつくった。そういう意味では、

相当機動的な政府だったと思います。そういう

法律ができあがって、エネルギーについての使

用と価格、ガソリンの値段――いまでも覚えて

いますけれども 8946 という数字でした。だれ

かがこれを隠し持っていて、閣議でいきなりボ

ンと決めたというのを覚えていますが――

8,946 円だったかな。当時、記者の皆さん方は

その数字を抜こうとして必死になった。某紙は

上二桁、ある一紙は三桁まで抜いたということ

などもいまだによく覚えていますけれども、そ

ういう事態だったのです。 

それから、当面のガタガタの対策から時間が

少したってくると、翌年には、石油の依存度

78％というのは、世界じゅうで日本は一番依存

が高い体制だというので、それを下げようとい

うことになる。いまよくいわれる“脱原発”じ

ゃないですけど、“脱石油”といって、石油会

社の人に怒られて、石油代替エネルギーの開発

ということをしたわけです。そのための法律も

つくって、すぐ翌年から始めた。 

それから、石油の備蓄を始めたのが 75 年で

す。国際的には、主要石油消費国、先進国がみ

んな集まって、条約をつくって、いまでいうＩ

ＥＡをつくったのがその後です。いってみれば、

これはエネルギー政策をちゃんとしないとま

ずいんじゃないかということを、戦後初めて日

本国民が認識したときかもしれません。 

ここでいうエネルギー政策にとっての価値

観というのは、まさにセキュリティ（安定供給）

なのです。日本みたいに資源のない国がエネル

ギー政策を考えるときには、 も大切で、中心

になる価値観はセキュリティだと思います。今

回、白紙に見直すといった後に、このセキュリ

ティということについてどう考えるのかとい

うことの言及があまり世の中でされていない
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のに対して、私は も懸念するところでありま

す。したがって、いま申しあげた意味で、セキ

ュリティについての議論をしていただきたい

ということが一つです。 

 

｢安定供給｣の次には｢経済性｣ 

 

それから 2 番目です。実は 1990 年代に入り

ますと、石油価格が徐々に上がっていったこと

によって、石油開発にかけられるお金が大きく

なっても採算がとれるようになってきたので

す。中東のように、その辺を掘ればすぐに自噴

して出てくるような石油ではなくて、ちょっと

条件の悪いところについても、掘ってもペイす

るような時代がだんだんにきた。それで石油供

給がふえてきた。石油の需給が非常にフラット

になってきて、どこからでも、とにかくお金さ

えあれば買ってこられる時代。石油がコモディ

ティになったという時代が 90 年代にあったの

です。 

そうなってきますと、日本の国内においても

エネルギー政策はセキュリティだけじゃない

ぞ、ということになってくる。はっと気がつい

てみれば、電気料金――公共料金になっていた

のですけれども、日本の電気料金は世界一高い

ぞ、というふうに批判され始めたのです。  

それが日本の経済構造改革問題とからんで

議論されてくる。――日米構造協議とかがずう

っとあったと思うのですけれども、経済構造改

革をしなければいけないという流れになった。

そのやり玉の筆頭は電気料金です。いまもいわ

れていますけれども、地域独占でぬくぬくと経

営している人たちによって電気料金が高どま

りしている、ここに競争を持ち込まなければい

けない、という議論がされたのも 90 年代なの

です。電気、ガス、両方ですけれども、産業の

構造改革ということが盛んにいわれて、自由化

だ、ということが随分いわれたのです。 

いま申しあげている話は、お手元の資料の 1

ページ目｢３E を基本としたエネルギー政策の

変遷｣に添ったものです。ともかく、電力・ガ

ス事業改革をここでしなければいけない、自由

化だ、競争を持ち込めということをいわれたわ

けです。それが、日本に企業が立地するうえで

の条件が非常に悪い一つの理由だ、と。 

電力だけではなくて、例えば海運の輸送運賃

だとか、そういったコストについても相当いわ

れました。ロッテルダムから日本に船で輸送す

るよりも、日本に着いてから内航海運で小分け

して持っていくときの部分のほうが、値段が高

いなどと随分いわれた時期がありました。総じ

て公共料金的なところについて、日本は随分コ

ストの高い国だ、ということになったのです。 

そのときのエネルギー政策は、まさにコスト

です。経済性をもっと追求してくれということ

になって、当時、徐々にではありますけれども、

大口需要家への電気の販売自由化が行われて

いった。いまでいう特定規模の電気事業者（Ｐ

ＰＳ）などが新しく参入をしてきて、ここに入

ってきた。 

こうしたプロセスで、電力会社も必死になっ

た。ある程度競争をしてみせないと、いまでも

再びいわれていますけれども、発送電の分離だ

とか、それから地域独占はおかしいだとか、そ

ういう根っこのところに手が届くということ

に危惧感を感じて、一生懸命値段を下げたので

す。結果として 7～9 年たってみると、欧州よ

りも電気料金が安くなった。安くなったからい

いじゃないか、というので一息ついたが、この

90 年代の自由化論議だったのです。 

ただし、そのときにつくった電力の取引所な

どはいまもありますけれども、形だけで、その

取引量は全体の 1％にも満たないとか、そうい

う批判をされるスタートになった自由化でも

ありました。 

ただ、このときに明確に意識されたのは、エ

ネルギー政策の目標として、やはり共有すべき

価値はコストだということです。この話は、

近もときどきいわれています。例えば日本の電

気料金のほうはあまり変わっていないんだけ

れども――これから値上げするかもしれませ

んが――韓国の電気料金はやたら安い、と。い

ま中小企業のところなどに、韓国の方が来られ

て、韓国に来れば、電気も安定供給をずっとし
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てあげるし、値段も半分だからぜひ立地してく

ださい、という誘致合戦をしているといわれて

います。ですからコストについても、特に国際

競争する場面では、企業が立地環境を決定する

うえで非常に重要だということです。 

 

地球温暖化で｢環境適合性｣も 

 

それから昨今は、97 年に京都議定書が発効

しまして、ＣＯ2 問題、地球温暖化問題が問わ

れています。温室効果ガスの中で一番量の多い

のはＣＯ2 であって、先進国の場合にはＣＯ2

はエネルギーを利用することによって発生す

るのがほとんどです。日本も 9割ぐらいはエネ

ルギー利用に伴うＣＯ2 です。日本の温暖化ガ

スのほとんどであります。これに対応するには、

ＣＯ2 を排出しないエネルギーにするか、ある

いはエネルギーの使用量全体を省エネで減ら

していくか、この 2つしか解がないということ

です。 

これは環境適合性ということでありますけ

れども、以上の 3つの切り口が、これまでエネ

ルギー政策を考えてきたときには前提になっ

ているわけです。資料の 1 ページ｢我が国のエ

ネルギー需給とエネルギー供給構成｣のグラフ

を参照していただければと思います。 

ただ、これは大事だからといって、あしたか

ら直る話ではない。いろんな研究開発とか投資

とかしないと直らないというのが、過去の歴史

の教えるところであります。例えば上のグラフ

は省エネのグラフですけれども、ブルーのとこ

ろがエネルギー事業、使用量がふえていったと

ころです。それと逆のカーブは、省エネによっ

て効率化をしたということで、石油ショック当

時を 100 とすると、先ほど申しあげたように、

まず 10 年、15年ぐらいで 20％ぐらい効率化し

たのです。それから、さっき申しあげたように

若干エネルギー需給が緩やかな時代が続いた

もので、少し足踏みしましたが、一番 近では

4割省エネが進んだという結果です。日本が世

界 高水準のエネルギー効率を誇るといって

いるグラフなのです。このために、いろんな政

策を打ってきたということです。 

先ほどの石油代替エネルギーの話の関係は、

この下のグラフです。70 年代に 7 割 5 分を超

えていた石油依存度が、直近で 40％ぐらいに

なっているというのは、これは実は天然ガスと

原子力によって代替されてきたというのが、ボ

リュームとしては中心であります。 

いま白紙から見直すという、白紙になる前の

エネルギー基本計画が資料の 2ページです。こ

のエネルギーの基本計画は、去年の 6月、私が

次官をやめるちょっと前につくったものです。

これを白紙にするのは容易です。ただ、白紙に

する前に中身をみていただくと、何を目指して

いたかというのが分かります。まさにいま申し

あげた 3つの価値観をねらっているのです。具

体的にいうと、セキュリティの話なら、この一

番上の四角に書いてありますように、エネルギ

ーの自給率を向上させようじゃないかという

ことなのです。 

資料の 4 ページの｢エネルギー自給率の国際

比較｣のところにありますけれども、エネルギ

ーの自給率はどうなっているかというと、この

グラフの左端が日本ですけれども、日本は一応

18％となっています。7％ぐらいが自国内にお

けるいわゆる再生可能エネルギーで、原子力が

10％。自給率の原子力というのは何なのか。単

純にいいますと、原子力は資本依存型のエネル

ギー源であるということと、それから燃料代が

すごく安いということが一つ。それから、一回

使った燃料をリサイクルをしてやるという核

燃料サイクルの話があるので、準国産になると

いうことで、これを足して議論するというのが

ほぼ世界の潮流なのです。 

そういう目でみると、ヨーロッパの各国は、

平均で 7割ぐらいの自給率になっている。イギ

リスは北海油田がある。アメリカも自国内の石

油がある。それからアメリカとかドイツは石炭

がある。フランスはもともと極端に低かったの

ですが、原子力をめちゃくちゃやったから、非

常に自給率が高くなって、こういう絵になって

いるのです。 

日本の自給率 18％は、いかに日本が資源を
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持たない国かということの証左であって、なか

なかこれはつらい数字であります。 

それからもう一つは、先ほど申しあげたよう

に、この計画はＣＯ2の 30％削減を目指すとい

うことにしたのです。90 年比 30％削減という

ことなのです。これはちょうどその前に、鳩山

前総理が 2025 年に 90 年比 25％削減というの

を国連で演説をされて、もちろん前提条件がつ

いていて、世界各国が、主要国がちゃんと協調

して前向きでやるのであれば 25％だ、こうい

うことをおっしゃったのですが、その後につく

る政府のエネルギーの基本計画は、それと全く

相反する姿というのは、とてもこれは耐えられ

ない。ということもあって、25 年に 25％のと

ころは、もともとエネルギー基本計画は 30 年

表示になっていたものですから、30 年のとこ

ろでいくと 30％ぐらいかなということで、Ｃ

Ｏ2 の削減を目指すということになったわけで

あります。 

自給率を上げるという意味でいうと、日本は

ほとんどの在来型エネルギーは輸入ですから、

再生可能エネルギーの比率を上げるしかない。

それから、原子力を準国産というのであれば、

原子力を上げるしかない、というのが頭にあっ

たわけです。それから、当然、供給だけではな

くて、需要側のほうの努力もしなければいけな

いということであれば、省エネも相当しなけれ

ばいけない、という姿だったのです。 

いま改めて、すごい計画をつくったのだなと

――これは閣議決定をしているのですけれど

も――思いますのは、このグラフ（資料３ペー

ジ）であります。左側が一次エネルギー供給の

シェアで、当時の 2007 年というのが足元だっ

たのですが、そこをベースにすると原子力につ

いていえば、倍、再生可能エネルギーについて

も倍以上にしているという姿です。その分、石

油を減らしていくということです。 

電力でいうと右の数字なのですが、原子力が

5割を超えているという姿です。再生可能エネ

ルギーも 2 割を超えている。つまり、この 2

つとも、いわゆるＣＯ2 を出さないエネルギー

源だということで、“ゼロエミッション電源”

というふうにいえるのです。そのゼロエミッシ

ョン電源を 7割にするという計画です。これで

いけば、さっきの 90 年比でＣＯ23 割減が達成

できるという絵なのです。ものすごく意欲的な

計画だと思うのです。 

さっきいった 3つの価値観からいうと、確か

にセキュリティは強烈に強くなっている。だけ

ど、ここまでいきなりやる必要があるかという

問題が一つ。それから経済性は、再生可能エネ

ルギーは経済性が悪いですが、原子力をふやす

ことによって少し消し合っている姿。 

それから、 後の地球温暖化は、これはもろ

にフルパワーで対応している。こういう姿にな

っているのです。これを閣議決定したというこ

となのであります。 

再生可能エネルギー20％というは、どういう

姿なのか。資料 5 ページの｢一次エネルギー構

成比率と再生可能エネルギーの内訳の国際比

較｣をご覧ください。たくさん数字があってみ

にくいのですが、再生可能エネルギーの内訳の

数字、この赤枠の中をみていただくと、これは

全体に占める割合ですからたいして大きい数

字ではないのですが、その中で赤枠の赤い数字

のところは結構大きく目立つ。それはバイオマ

スだったりするのです。 

バイオマスというのは何かというと、暖炉で

まきを燃すとか、そういうのが多いのです。例

外は、アメリカとブラジルは――これにはラジ

ルは載っていませんけれども――アルコール

をつくって、ガソリンに入れて使うのが結構ウ

エートが高いのです。ヨーロッパは、そういう

バイオマスではまきの利用みたいなものが多

い。木材チップにして、火力発電所で混焼する。

そういうものがこの中に入っています。 

 

大きくない太陽光、風力のボリューム 

 

我々が、これから可能性があると思っていて、

一生懸命ねらいたいと考えている太陽光と風

力は、ドイツとスペインがちょっと頑張ってい

て 1％強なのですけれども、他は 0.何％という

ところです。ここはボリュームとしてはそんな

に大きくはないという姿なのです。 
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これは供給サイドです。供給サイドだけでな

く、暮らし方の問題というのがあるので、エネ

ルギー需要構造というところが非常に大事に

なってくるわけです。 

 

住宅や建物のネット・ゼロ・エネルギー化 

 

先ほど申しあげたように（資料 2 ページ参

照）、日本の省エネ水準は、特に産業部門を中

心として世界 高水準です。これをさらに頑張

ろうという話と、それから住宅、建物の“ネッ

ト・ゼロ・エネルギー化”の推進。これは、自

分のところで使うエネルギーと、自分のところ

でつくるエネルギーと、ちょうどネットで差し

引きゼロにしていこうじゃないか、という考え

方です。そういう住宅をつくろうという構想で

す。2030 年ぐらいになると、太陽光を使った

りして、そういう住宅ができ始めるのではない

か。深夜電力を使うというのも結構効くのです。 

それから、特にビルなどの場合も、徹底的な

ビルマネジメントをする。人がいると例えば冷

房が出てきて、いないところは自動的に冷房が

出ない。そういうセンサーを使ったビルマネジ

メントも、いま随分始まっています。東京ドー

ムのホテルがそうですけれども、ほかにも随分

広まっています。普通のビルの空調に比較して

4割ぐらい減ります。そういうのをどんどんや

っていくと、2030 年にはネットゼロになるの

ではないか、ということです。照明なども、ほ

とんど 100％ＬＥＤにということです。 

もっといいますと、新車販売に占める次世代

車の割合を、2020 年で 大 5 割、新車の 5 割

は次世代車にして、2030 年だと 大 7 割だと

いうことです。これに向けての開発投資は結構

大変ですが、そういう努力をしていくという構

想です。 

問題なのは、原子力です。2020 年までに 9

基新設、2030年までに 14 基以上と書いてあり

ます（資料 2ページ）。確かに 14 基のポイント

は全部決まっていて、公表されています。ただ

一つ一つみていくと、本当にこれはできるのか、

地元理解とか、そういうものを含めて、「頑張

ります」という絵がかいてあるのがこの数字だ

と思います。そういうものだと思って、今度、

白紙で見直すといわれている計画というもの

をみていただきたいのです。 

いろんな低炭素化だとか、再生可能エネルギ

ーだとか、新しい技術で物事に対応していかな

いと、2020 年とか 30 年、もうすぐですから、

なかなか難しいのですけれども、どういうとこ

ろに技術のかぎがあるのかというのをいくつ

かご紹介したいと思います。 

一つは、何といっても石炭というものが結構

世界じゅうにも偏在をしているし、安定供給さ

れるエネルギー源なのです。ただ 大の問題は、

ＣＯ2 に対してです。ものすごく悪化させると

いうことなので、これを何とかしようとしてい

る。クリーン・コール・テクノロジーのやり方

は二つある（資料 6 ページ参照）。1 つは、発

電するときの発電効率の向上で、いままでより

２割ぐらい高いものをどんどんつくっていく。

現状でも、日本は結構いいクリーンな石炭火力

ということになっています。いまの発電効率は

42 という水準なのですけれども、これを 2025

年ぐらいまでに 50％ぐらいに上げるというこ

とになると、ＣＯ2 の発生量がＬＮＧ並みにな

るということなのです。そういう技術開発をす

る。 

これは日本のために重要なのですけれども、

それだけにとどまりません。中国とか東南アジ

アの国々というのはまだ石炭を使わざるを得

ないので、そういうところへ技術移転をすると

いう意味で国際的にはすごく意味のある分野

であります。 

もう一つは、それでもＣＯ2 は出るわけです

から、それを 終的には地中に埋め戻すという

やり方です。ＣＣＳ（Carbon Capture and 

Storage）ということをやるということです。

古くなった油田の中に埋め戻すとかいうこと

です。場合によっては、古くなった油田の下の

ほうにある油を押し出すという効果もあるの

で、そういうところは経済性があるのです。Ｃ

ＣＳという方法をやると、 終的にはＣＯ2 を

何も出さない石炭火力ができるということで

あります。計画ではこれも相当真剣に考えて、
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日本で 2020 年ぐらいまでには 1 つでも 2 つで

も実現をしようじゃないか、ということであり

ます。 

それから天然ガスはＣＯ2 が少なくていいエ

ネルギーの部類に分類されてはいます。それが

無資源国日本でも、海底にいっぱいあるぞとい

うのがメタンハイドレートなのです（資料 6

ページ参照）。これは、日本のいまの天然ガス

の消費量の 100 年分あるといわれているので

すけれども、ここも、多分時間をかければ商業

化が可能だろうといって、いま一生懸命やって

います。 

 

コスト面が問題の太陽、風力 

 

いままでそんなに開発したことのない海底

を掘ることによって、環境悪化にならないか、

というところが一番の大きな問題であります。 

それから、太陽光。これは我々からみると、

本当は も力を入れたいところではあるので

す。なぜならば、コストという観点からいうと、

いま49円/kＷhとかいわれていますけれども、

割高です。ほかの電源が大体 10 円内外のとこ

ろです。5円とか 6円で原子力は一番安いとい

われているが、今度の事故を受けた安全対策を

やったらもっと高くなるだろうとか、いろいろ

いわれています。またバックエンドも足したら

いくらぐらいになるかと、いま計算をしていま

すけれども、これでも数円の話ですから、ほか

の電源並みになるということだと思うのです。

けれども、そういう意味でいうと、太陽光の

49 円というのはいかにも高いのです。 

ただ、これこそ技術革新の余地があるので、

資料 7 ページ｢再生可能エネルギーの可能性

（太陽光発電の例）｣の一番下に青い線がかい

てありますけれども、こういうスケジュールで、

終的には 2030 年を越えるあたりは 7円、つ

まり火力発電並みにしようじゃないか、という

技術開発をいま一生懸命、政府がお金を出して

やろうとしているわけです（資料 8 ページ参

照）。 

この辺まで来ると、コスト的にはあまり問題

がなくなる。ただし土地が相当要るというのが

一つの大きな問題で、そから夜は発電できない

ので、電力の送電線系統全体に対する安定化の

ための費用を考えないといない。そした投資が

必要になりますけれども、可能性はかなりある

と私は思ってはいます。 

それから風力（資料９ページ参照）。これは

ちょっと乱暴なことをいいますけれども、日本

での適地にはかなりもう建ってしまっている

のです。抜本的にやろうと思うと、ヨーロッパ

などでも始まってはいますけれども、洋上風力

というのをやらなければいけない。洋上風力に

なった途端に、コスト面が問題になる。いま普

通の陸上にある風力は20円とか15円とかいう

ところですから、かなり競争力がある。けれど

も、洋上はこれから開発しなければいけないの

で、いま現在つくったら 100 円以上になるとい

うことなのですが、これを何とか 10 円台の前

半にしたい、という計画ではあるのです。 

そういうふうにやっていくと、日本のポテン

シャルは上がるのではないか、ということであ

ります。研究開発の余地があるというところが

救いなので、日本の生きるべき道の一つかもし

れない、というふうに思っています。 

風力を陸上でやろうとすると、場所がどうし

ても足りなくて、原子力発電所 1基分でいうと、

山手線の 3 倍ぐらいの面積が要るということ

になっています。これも効率を上げていくと多

少減っていきますけれども、それにしても大規

模面積が要るということと、風の状況のいいと

ころじゃないといけないという意味では、やっ

ぱり本気でやるなら洋上を考えなければいけ

ないと思います。 

それからバイオマスです（10 ページ参照）。

なかなか効率のいい、コストの安いものをつく

るのは難しいのですけれども、いま微細藻類と

いう藻みたいなやつで研究している人がたく

さんいます。これは意外と 10 年、15 年で、そ

ういうものからバイオマス燃料をつくって、安

く工業的生産ができそうだということでやっ

ています。 

風力にしろ太陽光にしろ、 大の難点は、こ
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っちの都合で電気が起きないので、お天気次第

みたいなところがある。それから昼夜の差があ

るので、これを安定的にやるときには、単に横

に蓄電池を積み上げるというだけでは足りな

いと思うのです。そういう意味では、いまいわ

れているスマートコミュニティという中に組

み込んでいくというのが非常に大事だと思い

ます（資料 11 ページ参照）。 

このスマートコミュニティは、上手につくれ

ばある地域においてかなり重要な役割を占め

ると思います。これも、いろんなプロジェクト

をいま始めています。 

実は、いまお話ししているのは、ほとんどが

研究開発プロジェクトなのです。このエネルギ

ー逼迫の大事なときに研究開発かと、こういう

ことをおっしゃる方もいるかもしれません。し

かし、私、何でこんなことをいうかというと、

エネルギーというのはどっちみち長期の体制

づくりが必須なのです。 

我々のレッスンは、73 年のサンシャイン計

画です。あの新エネルギー計画をやって、その

後ずうっと長いことかかって世界 先端の技

術になった。30 年、40 年かかってそうなった

のです。 

それからもう一つは、省エネ。先ほど申しあ

げたように、 初の 20年ぐらいで 2～3割をと

いったのですけれども、そこからずうっとやっ

ていて、やっとここで 4割にいったのです。そ

れは、のど元過ぎても熱さを忘れない日本の研

究者だった、ということだと思うのです。 

 

どうスマートコミュニティをつくるか 

 

ですから、無資源国日本の究極の対応は、ス

マートコミュニティをどうやってつくるかだ

と思います。需要と供給を同時に管理しながら、

無駄なエネルギーを使わない、地域エネルギー

供給計画の実現だと思います。 

横浜など４～5 カ所でプロジェクトが始ま

ってきていますけれども、これは注目すべきも

のだと思います。 

省エネというのも、実はまだまだやる余地が

ある。需要側でいうと、資料 12 ページの左の

棒グラフは、73 年以降の日本の省エネの姿で

す。産業部門は、当時に比べてエネルギーの使

用量が、ＧＤＰが上がっているのだけれども、

64.5 から 42.8 になっている。家庭部門が倍ぐ

らい使っています。業務というのは、ビルとか、

そういうところですけれども、3倍ぐらい使っ

ています。運輸が 2倍ぐらい使っています。こ

の運輸、業務、家庭というのは、努力する余地

があると思います。産業部門でこれだけ頑張っ

たことによって、いま日本のエネルギー効率を

1にしますと、同じことをやるのに、欧米先進

国は 2倍のエネルギーを使い、中国は 8倍、ロ

シアは 17 倍使います、これが世界の省エネの

現実です。 

これが、例のＣＯ2 問題をやるときも、こう

いうところがもう少し日本の省エネ技術をお

使いいただければ、あっという間に地球温暖化

対策は完結する、という話のもとなんです。が、

なかなかそう都合のいい理屈は世界には通ら

ないということです。 

時間が大分経過しましたが、去年つくって、

いま白紙に向かっているエネルギー計画とい

うのはこういうものでありました。これの裏に

は、膨大な作業があります。それから、もう一

つ申しあげれば、これもたった一つの答えを提

示しただけであって、多様な組み合わせがまだ

あります。ですから、その中で、いまの日本の

経済なり国民生活に も合ったところにアレ

ンジすることは可能だと思います。ただ、この

膨大な作業を検証してみて、どこを修正すべき

かを考えるべきではないか、というのが私の主

張です。そしてエネルギー計画を考える際には、

その根っこに、さっき申しあげた 3つの価値観

というのを常に忘れないでいただきたいと思

います。 

日々動いているので、資料はないのですけれ

ども、原子力の問題に少し言及したいと思いま

す。先ほどの 50 数％を原子力で発電を賄うと

いう数字は、相当背伸びしたものです。背伸び

した数字ですけれども、再生可能エネルギーも

背伸びをしています。何でこんなに背伸びをし
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たかといえば、やはりＣＯ2 問題をトッププラ

イオリティーで、かつ日本が世界をリードして

やるんだという考えです。 

したがって、エネルギー政策の価値観の中で、

少し軸足をほかのところに移すということで

あるとすれば、さっきのＣＯ2 の価値観という

のも少し下げざるを得ないということだと思

います。 

地球温暖化問題は少し停滞していて、世界各

国がもう一回足元を見直している時期だと思

います。なかなか一本調子にはいかないと思い

ます。その中で、世界の相場感の中で、例えば

ここ数日の大雨だとかをみていると、どう考え

ても異常気象であることは間違いないですよ

ね。ですから、ＣＯ2 問題を全く忘れてしまう

というのも節操がない話だと私は思います。で

すから、そこでどうバランスをとるかというこ

とは、もう一回考えてみる必要があるのではな

いかと思います。 

要するにセキュリティとコストと環境適合

性という政策目標を前提にすれば、ちょっと背

伸びした原子力を下げるとしたら――どこま

で下げるかわかりませんけれども、下げるとし

たら、それに取ってかわるものを、セキュリテ

ィという観点からも、ＣＯ2 という観点からも

提示する必要があると思います。 

再生可能エネルギーも、20％というものすご

い数字が出ていますから、短期的には化石燃料

がふえざるを得ないということだと思います。

そこを世界にどう納得してもらうかというこ

とも大事だと思います。化石燃料の中でも、で

きるだけクリーンなものをふやしていくこと

が必要だろうと思います。ただ単に石油火力で

たき増しをしていくというだけでは、これは解

決には全くなっていないということだけはい

えると思います。 

 

畑村事故調査委員会に期待したい 

 

後に、原子力安全の問題について申しあげ

たいと思います。私も過去の経歴をみていただ

くと、安全問題については責任の一端はもちろ

んあります。何よりも残念でたまりません。原

子力安全・保安院をつくったときに、安全なし

にこんな政策はあり得ないというのは抽象的

には共通認識なのですから、ただそれをきちっ

と具体化できなかった。非常に悲しく思います。 

確かにマグニチュード 9.0 という地震に耐

えた設備というのはたいしたものだといえま

すけれども、それはある意味では、そこを一生

懸命やってきたわけですから、当たり前の話な

のです。 

急性被爆でお亡くなりになった方がいない

というのは、唯一の救いかなとは思います。た

だ、もともとＩＡＥＡでも、それから日本の原

子力の基本法の思想でも、周辺地域の環境に汚

染を及ぼすというのは、当然、回避しなければ

いけない。それが原子力固有の危機と問題とし

てあったわけですから、そこが破れたというこ

とについては、徹底的に原因究明する必要があ

ると思います。 

そういう点で、これが原因だ、あれが原因だ

と、私はここで申しあげるのは避けようと思っ

ています。なぜならば、私も関係者だし、いま

関係者はちょっと黙っていたほうがいいと思

うんです。せっかく、そのために畑村先生が事

故調をやっておられるわけですから。これが、

特に原子力村でない人たちがやっている事故

調が、一生懸命客観的に情報を集めて、原因究

明をして提言をしようとしておられるわけで

す。そこを待つのが一番いいと思います。100

年とはいいませんけれども、中長期の政策の一

つの前提になるとすれば、今回の安全に対する

検証は、そういう方々にきちっとやっていただ

くことが大事だし、その方々の責務は非常に重

たいというふうに思います。 

一つ、私の小さい経験を話します。あれをつ

くったときに、何で「原子力安全・保安院」と

なったかというと、産業保安を一緒に持ってき

たからです。規制役人を一カ所に集めようとい

うので、そうなったんですけれども、それで何

が起こったかという話しです。 

あのときも浜岡で、ちょっと離れたところで

はあるのですけれども、一回、水素爆発したこ
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とがあるのです。放射能漏れが起こるようなこ

とではなかったから、それで終わったのですけ

れども、ただ、原子力発電所の中で水素爆発と

いうのですから、かなりびっくりした話なんで

す。それが起こったときに、保安院の原子力の

専門家と、原子力の先生が飛んでいって原因究

明をしたのですが、何かどうもよくわからなか

った。「水素爆発なのか？」と聞いても、「うー

ん…」といって、「そうじゃないかなあ……」

そんなことだった。 

それで、実は、そのときに火薬の専門家の先

生、爆発の専門家の先生が、たまたま保安院に

なったものだからいて、高圧ガスの先生がその

数日後に行ったのです。結局、原子炉の先生が

行くと、大体割れた配管の破断面をみて、これ

は脆性疲労をしていたのかとか、そういうミク

ロのところにいきなり行って原因を追及しよ

うとするということが割と多いのです。どこか

でひびが入っていたとか、そういうことが多い

のです、原子炉の中の不具合というのは。 

ところが、爆発の専門家がそこへ行ったとき、

部屋に入って、ずうっと見渡すんです。そうす

ると、どこにどれぐらいの力がかかったかとい

うのが大体わかるわけです。そうすると、これ

は紛れもなく、こんな力がかかるようなことが

起こるのは水素以外ない、というのが結論で、

簡単に水素爆発だということがわかったので

す。そのときの経験で、ある違う世界のノウハ

ウというのを融合して、科学というのは進歩す

るのだとつくづく思いました。 

だから、今回、畑村先生がいろんな方を集め

てやっておられるというのは、もちろん原子力

の専門のところについて、十分に情報収集をし

ていただいて意見を聞いていただくというの

か前提ですけれども、そういう立場でやってい

くただくことが、これから先の安全問題を考え

るうえで非常に重要だと思います。 

規制の体制についても、これから保安院を分

離して環境省にもって行かれるようです。その

ときに大事なことは、こういうものを国内で議

論するのもいいのですけれども、こういうもの

の大原則は、世界の英知はＩＡＥＡに集まって

いるのです。ＩＡＥＡには安全基準とか安全原

則というきちっとしたものがあるのです。もの

すごく分厚いものです。その中の、安全原則の

第一条は、実は「すべての責任は許可を受けた

者にある」ということなのです。これは“自主

保安”という考え方です。要するに原子力事業

者がすべての責任を負うのです。そこがあいま

いになってしまうといけない、というのはある

のです。 

 

全ての責任は許可を受けた者に 

 

すべての責任というのは、日ごろの体制を含

めて、どういう技術を使ってこの安全を維持す

るかということ。 終的に決断をするのは事業

者なのです。それをあるルールのもとにチェッ

クして許可をするのが、許可庁、政府なのです。

今回も実はそうなのです。 

簡単にいうと、金融庁と銀行の規制と、あま

りアナロジーがよくないと思うのですけれど

も、金融庁はこの銀行について十分チェックを

してやりますけれども、この銀行はつぶれませ

ん、ということを金融庁は別に説明しないので

す。それと同じように、保安院が説明をし始め

ると、途端に結果について守りに入るふうにみ

えるのです。許可したことについての透明性、

情報提供というのは非常に大事ですけれども、

説明をして、技術について知識のない方に向か

っても、ちゃんと理解していただくという努力

を事業者がするということが一番大事なので

す。そこで保安院の客観性が保たれるというこ

とだと思うのです。 

確かに、そういう意味でいうと、保安院とエ

ネルギー庁が同じ大臣のもとにあるのはやや

こしいことです。エネルギー庁は原子力の安全

について全く避けて、保安院に説明に行けとい

って終わってしまったというところも、世界的

に見て他に類をみない体制になっているとい

うのも事実なのです。 

そういった問題も含めて、あと自治体の関与

のあり方も含めて、自治体もきちっとした権限

を持って、この規制ルールに入ってくる必要が

あると思うのです。いまは、自治体は権限があ
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るようで、本当に力があると思いますけれども、

実際は事業者との協定に基づいてやっている

のです。法律上の権限ではないのです。これは

むしろ法律上の仕組みの中に入ってきて、国も

自治体も一緒の場できちっとやったほうが、透

明でわかりやすい責任関係になると、私は思い

ます。 

この原子力の問題は、日本は後ろ向きになっ

ていて逆風ですが、世界はいまや新興国を中心

として設備投資は続くと思います。現にベトナ

ム、トルコ、ヨルダン、リトアニアなどという

国は、どうしても日本の技術が欲しいといって、

発注をしつつあります。豊かな暮らしをするチ

ャンスを、彼らから奪う権利はありません。エ

ネルギーができるだけ大量に安価に手に入る

原子力というものを、彼らが使うという権利は

認めざるを得ないと思いますし、そういうもの

については、むしろ世界水準の安全性という技

術を渡すという意味では、日本の企業の役割と

いうのは大きいと思います。 

そういうところに向かって、日本が本当に責

任を果たせるのかどうかということも含めて、

実は世界レベルでは考える必要があると思い

ます。 

まとめますと、エネルギー問題というのは、

すでに申しあげましたように、供給側、需要側

に幅広い関係者がいて、巨額で、かつ長期にわ

たる投資が必要な課題です。国内問題であって、

国際問題でもあります。かじ取りに当たっては、

相当に広範な視野のもとで、幅広いコンセンサ

スを形成していくということがどうしても必

要な分野だろうと思います。 

したがって、これからのポスト福島の日本の

エネルギー政策も、そういう位置づけの中にあ

って、重要な役割を果たすということなので、

関係者の方々のご努力をぜひお願いしたいと

思っております。 

長くなりましたけれども、私からのプレゼン

は以上にさせていただきます。 

 

 

 

≪質疑応答≫ 

司会 日本記者クラブ企画委員 川村晃司

（テレビ朝日報道局報道企画部コメンテータ

ー） 1973 年の石油ショック以来のエネルギ

ー政策を直接担当されてきて、3.11 以降の展

望について、いま関係者、当事者は少し黙って

いたほうがよいということでありましたけれ

ども、かなり踏み込んだ発言もあったように思

います。 初に、私のほうから 2問ほどお尋ね

をします。いま、ポスト福島の政策について、

国内問題であって国際問題でもある、と指摘さ

れました。けれども、菅前総理はもう新しい原

発はつくらないということを表明した。2030

年に 14 基という、そういうエネルギー政策は

全く白紙に戻すということですね。当面は新し

い原発はつくらないということを、いまの新し

い鉢呂大臣もそのまま引き継いでいくという

ことです。経済産業省としては、例えば建設進

行中の、青森の大間ですとか、あるいは山口県

の上関とか、そういうものは新設と考えておら

れて絵図をかいていくのか。それとも、すでに

建設の途上にあるのだから、それを見込んだ上

でのエネルギー政策というふうに考えておら

れるのか。その点、これまで政策を進めてきた

当事者として、見解を少し述べていただけませ

んでしょうか。 

 

望月元事務次官 いまの 2 つが含まれるか

含まれないのかということには、私はお答えす

る権限がないと思います。 

ただ、もう役人をやめたんですから、あまり

小役人的なことはいいたくないんですけれど

も、あれは 2つとも上場企業ですよね。それで、

もう 9割方できていますから、数千億の投資を

しています。エネルギー政策ということもさる

ことながら、あそこまで投資をするに当たって

は許可をとってやっているわけですから、ここ

でとめるというのは、その損害に対して、それ

なりに国のほうも分担をしないと、多分、上場

会社として耐えられないと思います。ですから、

そこはある程度シェアをして、新しい政策のた

めにコンセンサスをとってやる、法律でもつく

ってやるのかもしれませんけれども、単に 終
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許可をおろさないというだけでは済まない話

だと思います。 

ですから、そういう意味では、全く新しく立

地するものと、あそこまでつくってしまったも

のと、難易度に差はあるというふうに、第三者

からみればそういうふうに思います。 

ただ、むしろもっと根っこの、そんなに単な

る会社法のルールだとか損害賠償だとか、そう

いう話は横に置けば、やっぱり原子力全体をど

うするのかということについての国民のコン

センサスがとれれば、それは法律でもつくった

り、あるいは国がみるとなると国民負担になり

ますから、そういうものも含めてコンセンサス

がとれれば、それはそれで、もしかしたら過去

の清算になるかもしれません。が、ちょっとそ

れは容易な問題ではないと思います。 

 

司会 わかりました。もう一点は、 近、老

朽化した原発の廃炉が問題になっています。福

島でも 40 年たっていたということで、ほぼ国

際的な基準では 40 年で廃炉にしていくという

ようなことがにわかに伝えられているわけで

す。日本の原子力政策としては、40 年以上、

寿命というのはもう少し延びるんだというよ

うな意見がある一方で、廃炉の基準といいます

か、そういうものが非常にあやふやだというふ

うに思うんです。その辺は今後どういうふうに

これを明確化していくのだろうか。いまのとこ

ろ菅前政権もそこまでは基準を明らかにして

いないように思うんですけれども。 

 

望月元事務次官 これは本当に専門家のと

ころで、もう少しきちっと議論をしていただく

ということが大事だと思います。けれども、そ

の際に、よくよくつけ加えて考えていただきた

いことは、科学技術というのは進歩するんです

よね。40 年たったら、それなりに技術は相当

進歩しているわけです。問題は、40 年たった

ものについて、これを検査をして、まだ使える

からといって延ばすということが大切なので

はなくて、例えば、 新の安全についての知見

が、どれぐらいその炉に反映しているか、ある

いはどれぐらいまで反映させるべきか、そうい

うことが一番大切だと思うんです。おそらくこ

れは、当然これから時間をかけて議論をしなけ

ればいけないという話だと思います。 

したがって、安全に対する考え方というもの

について、もう少しきちっとしないと、なかな

か納得が得られないと思います。つまりあれは、

40 年たった炉でも、40 年前と同じぐらいに健

全であればもうちょっと使ってもいいではな

いかといって延長する、というのに近い思想だ

ったわけですね。当然、大事なところで、その

後の知見でどうしてもこれは入れなきゃいけ

ない技術というのは、命令して入れて改善して

いるところはあると思うんですけれども。 

むしろ、それよりも、いま新しい知見で、も

っと安全な設計というのがどんどん進んでい

るとしたら、そういうものを大いに取り入れて

直していく必要があるんじゃないか。そういう

発想で評価をすることが大事なので、おそらく、

これだけのことが起こった後ですから、どうい

う基準で安全を評価するのかということにつ

いて、これからまだいろいろな考えが出てくる

と思います。徹底した議論が必要だと思います。 

ですから、規制組織を分離して独立させれば

いい、そういう話ではなくて、大事なことはそ

こから先です。安全に対する考え方の中身、そ

ういうものをもっと議論しないといけないと

思います。専門家の間でいまいろんな具体的な

提案があると思うんです。そのなかで科学技術

の進歩として、より安全な設計として評価され

たものは、どんどん取り入れられていくべきだ

と思います。修繕によってそうなることもある

だろうし、もともと、もう新しい炉にしちゃっ

たほうがいいということで取り入れられるこ

ともあるだろう。いろいろ違いが生ずると思い

ますが、大事なことは、安全を守る技術という

のは進歩するんだということを、どうやって次

代の人たちに享受させることができるか、とい

うことです。だから、一回、許可をとったから

いいじゃないか、ということでは決してないと

思います。 
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司会 もう一点、いまの説明に対して、もう

一点。どういう基準で安全を評価するのかとい

う点に関してです。天野さんが事務局長をやっ

ておられるＩＡＥＡですね。そこに世界の英知

が集まっているというふうに先ほど申されて

いたんですけれども、それを聞いて、私は思う

んです。では、いまやろうとしているストレス

テスト、すでに新潟で始まりました。そのスト

レステストについて、ＩＡＥＡがその安全性を

きちんと国際的な基準の中で評価したらどう

か、というような意見が出ているんですけれど

も、ストレステストでのＩＡＥＡとの連携とい

うのはやったほうがいいと思われますか。 

 

望月元事務次官 ストレステストは欧州が

まず始めて、それで日本もとりあえず急いでや

ろうじゃないかということで始めたんですけ

れども、やる中身とか、どういうものかという

ことについては、もうその筋の人はみんなよく

わかっている話なのです。わざわざＩＡＥＡに

いる人が来てみないとわからないという話で

はないと思うんです。ですから、やった中身に

ついて、一応、情報を共有するという意味で、

ＩＡＥＡに報告すれば良いのではないでしょ

うか。あそこが情報のセンターになっています

から、ヨーロッパのやった中身も、日本のやっ

た中身も多分、ああいうところに集約してくる

んです。そういう中で、情報共有をすればいい

と思います。 

ＩＡＥＡはそういう意味でのセンターでは

ありますけれども、もともと規制そのものは各

国の主権の中でやれ、ということになっていま

すので、そこまでおんぶにだっこしたのでは、

逆にいうと、日本の規制そのもののレベルを維

持するのが難しくなってしまうと思います。い

ま日本において行われていることはＩＡＥＡ

に報告され、透明になっているわけなので、そ

ういう中で評価されながらやっていくという

ことは大事ですけれども。 

 

司会 それでは会場から質問を受けたいと

思います。 

質問 望月さんに 2点、質問があります。保

安院を制度設定されたお立場にあると思うん

ですが、当時の通産省の中で、保安院をつくろ

うという意思形成過程というのはどのような

ものだったのか。すべて望月さんが思いついて

やったということではなくて、多分、省の中で

だれかが考えるなりとか、省内でも議論があっ

たと思うんです。どういう意思形成プロセスが

当時行われたのか。明らかにしてもらいたい。 

それと、保安院ができて間もないころに、原

発のトラブル隠し問題があった。東電の問題で

す。ＧＥの日系人の方が内部告発されたと思う

んですが、その対応でちょっと保安院に不手際

があった。しばらく先送りというか、そうして

いた時期があったりした。あるいは告発者の氏

名を漏らしたとかいう問題があった。望月さん

自身も訓告か戒告の処分を受けたと思うんで

すが、あの問題はどうして起こったのかという

のが 2点目。 

後に、電力業界とエネルギー業界と経産省

の間に近しい関係があると思うんですが、その

一つのあらわれが、いわゆる天下り問題だと思

うんです。調べると、大体、110 人ぐらいの方

が、57～58 の電力会社と団体、独立行政法人、

エネルギー関係に天下りしていると思うんで

す。いわゆる天下りが政策をゆがめることはな

いのか。以上 3点です。 

 

望月元事務次官 保安院をつくる前は、原子

力発電所に対する規制は通産省、その他の原子

力施設については科学技術庁ということにな

っていたわけです。で、さっき申しあげたよう

に、それを科学技術庁はもうやめるので、一元

化するということで経産省へ持ってきたわけ

です。 

そのときに、それまでやっていた通産省の部

分というのは、エネルギー庁の中でやっていた

のです。エネ庁の中に安全規制課みたいのがあ

って、それでやっていた。これではとてもじゃ

ないけどもたない。それはいろんな意味でもた

ない。独立性の問題ももちろんあった。したが

って、それを独立させなければいけないという
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ことで保安院をつくる。 

それからもう一ついえるのは、当時でも、ア

メリカのＮＲＣは 2,000 人ぐらいいたのかな。

保安院はそのときかき集めて 200 人ぐらいだ

ったのです。ちょっとこれはどうにかしなきゃ

いけないんだけれども、いずれにしても独立し

ないと数百人の組織はマネジメントできない

ということがあって、独立して新しい保安院を

つくるということについては、ほとんどだれも

異論がない状態だったんです。 

さっき申しあげたように、そのマネジメント

についてはいろんな議論をしましたけれども、

いずれにしても、目の前でＪＣＯのトラブルが

あったこともあって、そんなに異論はなかった

と思います。だれがどういう意見を持って、と

いうのは、そんなに差はなかったと、私は思っ

ていますけれども。 

ＧＥの話というのは、これ個別案件なのであ

まり具体的に申しあげにくいんです。実は、保

安院をつくったときには、内部通報制度という

のを、規制組織にもそれが必要だということで

つくったわけです。それの重要な 1号案件だっ

たわけです。かつ、通報者がＧＥのアメリカに

いる人だったわけです。それで、別に言い訳す

るつもりもありませんけれども、その方はもう

ＧＥを退社していたわけですね。この人にどう

やってアクセスするかということが 大の問

題点だった。ＧＥに聞くわけにいかないし、こ

っちから訪ねていくにしてもあまりいいルー

トがなくて、 後は総領事館とか、そういうと

ころにお手伝いをしていただいて、探し出して

会ったということなのです。 

そのプロセスの中で、これはやっていたほう

からいえば、通報者の秘密を守るということが

一番大事なことであるのは当たり前です。それ

を守ることと見つけ出すことに手を尽くすと

いうことが矛盾しているものだから、時間がか

かった。それで、かつ相当厳正にやらなければ

いけないということで、中でも関係する人の人

数を限定するということがあったりして、いっ

てみれば、できたばっかりの組織で、 初に通

報制度を始めたんだけれども、あまり経験がな

かったので時間がかかった。 

終的に、私は、先に延ばしていいことは何

もないわけですから、時間がかかったのはぐず

だといわれれば申しわけないということで、

「厳重注意」でしたが、それをいただきまして

反省をしております。それ以上の意図は全くな

かったというのが、当事者のほうの、実は言い

分なのです。そんなこといってもしようがない

のですが、聞かれたから申しあげます。 

天下りの話というのは、これは別に電力業界

だからというよりは、公務員制度そのものの中

で、粛々と人生の後半を、役人を卒業された方

が過ごしているという制度であって、人材活用

の制度でもあったということだと思うんです。

そういう意味では、そのときのルールにのっと

ってやるということは非常に大事じゃないか

というふうに思います。 

それよりも重要なことは、いまおっしゃった

中で、規制行政をやっているような場合には、

規制について、それが何らかの弊害を及ぼさな

いということが大事だと思いますし、事業監督

の場合でもそうだと思いますし、それから推進

であっても同じだと思います。そこの弊害が起

こっていたか起こっていないかということで

判断すべき問題だと思います。私は今回の――

というか、電力についての行政の中で過去にも

いろんな問題があったり、それから行政の誤り

もあったりしたこともありますけれども、それ

は天下りがあったからそうなったとは思って

いません。むしろ電力の行政が適切に行われな

かったときは、その制度に何らかの欠陥があっ

たのではないかと思います。2番目の疑問との

関係でいえば、およそ関係ない話だと思います。 

 

質問 バックエンドの問題です。特に日本は

地震国で、 終処分場をどこに置くかという問

題もまだ何も解決できていない。これからも原

子力を、ある程度の割合で経済性などの面から

持っていくのであれば、これは将来の課題とし

てずっと残しておくことになるんでしょうか。

望月さんのお考えが、3 月 11 日以降変わられ

たか、あるいは前と同じなのか、どちらでも結

構ですけれども教えてください。 
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望月元事務次官 バックエンドの話という

のは、すでに発生した使用済み燃料もたくさん

ありますから、そういう意味では、事態がどう

なろうと解決しなきゃいけない課題であるこ

とは間違いないと思います。 

それから、これは非常にシンプルな話です。

終処分場の話のときに、技術的に困難なのは、

耐震じゃないんですね。水の流れです。水で流

されてしまうようなところというのは、拡大の

危険がある。流出の危険があるというか。そう

いうので、どちらかというと、水封性が――水

密性というのかな、要するに水があまり流れて

いるところはだめなんです。むしろ地下数百メ

ートルのところですから、耐震の問題はそう各

国とも意識していません。したがって、適地を

探す場合も、中心はむしろ地下の水の流れとか

が大事だということであります。 

日本でも、いろいろのところをいま研究はし

ています。当然、適地はある、ということで探

していますけれども、これは世界じゅうが苦労

しているところでありますが、早急に解決しな

きゃいけない課題だと思っています。 

 

質問 放射性の廃棄物に関しても、ずっと中

間貯蔵という形で持っているわけですよね。そ

れの安全性ももちろんふえればふえるほどよ

り負荷がかかりますが、そこまで検討すべきだ

とお考えですか、今回の福島以降のエネルギー

基本計画を考えるときに。 

 

司会 いまの質問は、中間貯蔵施設が、例え

ば現在の福島の問題でも、県内に置かれるべき

かどうかというような、いろんな意見がありま

すけれども、それを含めてということですか。 

 

質問 あ、それも一つありますが、現在の普

通の原子力発電所に、いま使用済み核燃料は置

かれているわけですよね。で、もちろん集めて

はいますけれども、そこが 終的な場所ではな

い。続けていけばどんどんふえる。その問題に

何もタッチせずに福島後のエネルギー基本計

画を進めることが可能でしょうか。 

望月元事務次官 いや、可能というか、無視

することはできないと思うんです。 終処分の

問題は、常に、解決しなきゃいけない課題とし

て、非常に明確に意識しながら作業を進めてい

く必要があると思うんです。で、いまのところ

は研究開発してどうやったらいいかというこ

とについては、もう案ができ上がっているんで

す。したがって、適地を探すというところで、

いまとまっているわけです。とまっているとい

うか、進んでないわけなのです。そこは探し続

けなければいけないと思います。 終処分はね。

やり方は、方法論は決まっていると思います。 

その間に、じゃどうするんだというのがある。

もちろん核燃料サイクルそのものはあるんで

すけれども、だけど、その間にいつまでも発電

所の横に、プールの中に置いておくわけにいか

ないじゃないかということで、より安定的な形

で時間を過ごすという意味で、中間貯蔵施設を

つくるというのがいま計画されて、いくつかプ

ロジェクトが進んでいるわけです。 

ですから、そういうタイムスパンで考えてい

く必要があるんじゃないかということです。

終処分場の話も、もう大分時間がたってきて、

きつくはなっていますけれども、ちょっといま、

正確ではありませんけれども、2040 年代のと

きには作業に入ってなきゃいけないとか、そう

いうスケジュールであったと思います。すみま

せん、ちょっと年代はいま手元にないので、間

違っているかもしれませんが、そう考えていく

段取りだと思います。絶対忘れてはいけない話

です、これは。 

 

司会 関連してですけれども、先ほどの福島

の問題は、菅前総理は、 後に、福島県内に中

間貯蔵ということを、県知事の佐藤さんにいわ

れているわけです。それは、かなり急がなけれ

ばいけない話だと思いますけれども、その辺は

行政サイドで何か考えておられるんでしょう

か。 

 

望月元事務次官 非常に低レベルの瓦れき

みたいなものと、廃炉にするものから出てくる
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少し線量の高いものと、処理の仕方が違うと思

うんですね。で、いずれにしてもどこかに置か

なきゃいけないので、そこの議論が福島県内か

どうかというのは、よくよく関係者でご相談い

ただいてやるしかない。一方的に国が決めつけ

る話ではもちろんないと思いますし、菅前総理

もそういう意味でおっしゃったのではないと

は、私は思っていますけれども、わかりません、

それは。 

 

質問 エネルギー政策の中で、ナショナルセ

キュリティを非常に重視されて考えてこられ

たことはよくわかったんですが、原発は特別で

はないでしょうか。一般のセキュリティ概念は、

ほとんどが経済的なことに置きかえられると

思うんですね。要するに、不足すればものすご

く高くなり、どうするんだということで、置き

かえられると思うんです。が、原発の場合は、

命、それから地域全体がもう破壊されてしまう。

二度と住めない。これは、これまで考えられた

セキュリティとは次元が違うと思うんですね。

このあたりは、これからどういうふうにお考え

になるのかということが一つ。 

もう一つ、電気事業者は株式会社です。株式

会社が、東京電力の例をみても、原発をやると

いうことは、もう一たん事故が起きたら、補償

額が何兆円、何十兆円とかにもなる。そうする

と会社全部を、設備を売り払っても補償できな

い、というような事態になる。株式会社の株主

の立場からすれば、原発を推進することに対し

て、株主から「待った」とか「これはおかしい

んじゃないか。これをやると株主はどんなこと

になるんだ」ということの議論が出てきても不

思議ではない。この間もありましたけれども、

株式会社が原発をやるべきかどうかというこ

とについての疑いが生じていると思うんです

が、その点について。 

 

望月元事務次官 初におっしゃった人命

の話は、これはセーフティという観点からいえ

ば、すべての技術のところのベースにある話な

んです。そこはエネルギー政策の大前提だと思

います。ですから、価値観とかいうよりは、そ

れはベースだと思います。それで、特に原子力

施設の場合には、ほかの火力発電所とかそうい

うのと違って、放射線というものがあるので、

そういう意味でいうと、いってみればセーフテ

ィの熟度というのをはるかに高いものにしな

ければいけない。それは、どこの国においても

同じだし、国際的なルールでもそうです。日本

の原子力事業者も、本来的にはそう認識してい

る話でありますから、同等には比べられないと

いうふうに思います。ですから、セーフティが

確保されて初めて成り立つ話であることは間

違いない。 

ただセキュリティでも、経済というだけじゃ

ないこともあります。電力なんかの場合も、こ

としの春ごろに大問題になった計画停電のと

きに、病院の停電は命にかかわるとか、そうい

うのがいっぱいあるわけですよね。ですから、

こういうソーシャルインフラについてのセキ

ュリティといった場合には、必ずしも経済だけ

ではないと思います。 

ですから、むしろセキュリティといったとき

は、エネルギーなら供給途絶とか、そういうこ

とでとらえたほうがいいんです。だからこそ、

コストとか経済というのは次の、別の概念とし

て対置して、それぞれ追求していくというふう

にしたほうが、観念上はわかりやすいかなと思

います。 

それから、原子力事業みたいなものと、株式

会社のリスクという話は、これはもちろん世界

の先進国がみんな悩んできた話ではあるんで

す。したがって、それをカバーするのは、やっ

ぱり保険制度なのです。日本の場合も、国も関

与してつくった保険があって、それが 1 基

1,200 億上限の保険です。そこから先、払い切

れなかったものは国が支援するという法律に

なっているわけです。だからこそ、今回、東電

も大規模災害過ぎて、異常事象に過ぎるから、

そういう条文を発動して責任を国にと・・・。

あるいは自分自身では限界があるので 1,200

億とかなんかいう限度でとめてくれ、そういう

話があったんです。それで、国民負担をだれに、

どう跳ね返すかということの観点から、今度、
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原子力賠償の特例法をつくって、それで何とか

賄っていこうということにしたわけです。 

ですから、その仕組みをつくる中でも、ほか

の電力からの拠出金とか、そういうものも求め

て賠償機構をつくった。けれども、これは事が

起こってからこういうふうになってきたもの

で、話が東電のためのものか、どこのものかわ

かりにくくていけないんですけれども、アメリ

カなんかの例をみれば、もう少しリスクを事業

者全体でプールするような保険というのがあ

るんです。ですから、ある程度そういう大規模

なものについては、お互いにシェアをする、そ

れを保険でやる、というような仕組みをもうち

ょっときちっとつくらないといけないと思い

ます。 

先ほどの 1,200 億の上限というのも、過去に

もう少し低い時期があって、何かトラブルが起

こるとこれは危ないというので、上げたりして

きた結果なのです。けれども、今回、一説によ

れば、例えばいきなり 5兆円ぐらいの規模の損

害賠償か起こるだろうなんていう想定でいろ

いろやったりしていますけれども、そういう規

模にはとても対応できる話ではないのです。こ

れも、少し落ちついたところで、原子力事業と

いうのは一体どうするんだという観点からい

くと、その保険制度についてももう一回見直し

をしていく必要が大いにあると思っています。 

だからといって、いきなりこれを国でやると

いうのも、私はいろんな意味で非常に弊害はあ

るというふうには思っています。 

 

司会 まだまだ質問や議論もあると思いま

すけれども、時間が来てしまいましたので、き

ょうはここまでとさせていただきたいと思い

ます。きょう、望月さんの揮毫は「志を高く」

でした。いろんな思いが込められていると思い

ますけれども。きょうはどうもありがとうござ

いました（拍手）。 

（文責・編集部） 



エネルギー政策について（資料）



機密性２３Ｅを基本としたエネルギー政策の変遷

○二度の石油危機を踏まえ、輸入資源の安定的な確保とともに、資源の対外依存度の低減（電源構成
の多様化と省エネルギー）に向けた取組を着実に推進。

○「安定供給」に「経済性」と「環境適合性」を加えた３Ｅのベストミックス確保が、国産資源に恵まれない
我が国のエネルギー政策の基本。

【我が国のエネルギー需要とエネルギー供給構成】

10％

３％

３％

19％

23％

42％

安定供給

安定供給 経済性

安定供給 環境経済性

安定供給 環境経済性

・石油依存度の低減、石油代替エネルギーの導入
による安定供給の確保

・石油代替エネルギー導入と省エネルギーの更なる推進

・電力・ガス事業改革による経済性確保

・非化石エネルギー（再生可能エネルギー、原子力）
の導入拡大

・資源外交の強化

1970
年代

1990
年代

2000
年代

＋

＋ ＋

＋ ＋

【京都議定書発効（０５年）、資源獲得競争激化】

現行のエネルギー基本計画（2010年6月）

【石油危機（７３年、７９年）】

1980
年代 ・省エネルギーの推進

【経済構造改革の要請】

【京都議定書採択（９７年）】

資源確保の強化

1



機密性２

○昨年６月に新たな「エネルギー基本計画」を策定。地球温暖化問題への関心の高まりを踏まえ、
原子力の更なる新増設を含む政策総動員により、2030年までにエネルギー自給率の大幅な向上
（約１８％→約４割）とエネルギー起源ＣＯ２の30％削減を目指している。

２０３０年に向けた目標

○エネルギー自給率及び化石燃料の自主開発比率を倍増倍増 （※この結果、自主エネルギー比率は３８％→７０％程度まで向上）

○ゼロ・エミッション電源比率を３４％→約７０％約７０％に引き上げ
○「暮らし」(家庭部門)のＣＯ２を半減半減
○産業部門において、世界 高世界 高のエネルギー利用効率の維持・強化
○エネルギー製品等の国際市場で我が国企業群がトップクラスのシェア獲得トップクラスのシェア獲得

（参考１）エネルギー基本計画（2010年6月閣議決定）

2

○再生可能エネルギー固定価格買取制度の拡充、規制緩和

○原子力発電の推進
新増設： 2020年＋９基、2030年＋１４基以上
設備稼働率： 2020年 ８５％、2030年 ９０％

○石炭火力発電の高効率化

資源確保・安定供給強化への総合的取組

エネルギー・環境分野における国際展開の推進

新たなエネルギー社会の実現

革新的なエネルギー技術の開発・普及拡大

自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現

低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構造の実現

○世界 高水準の省エネ水準の維持・強化（産業部門）

○新築住宅・建築物を２０３０年までにネット・ゼロ・エネルギー化

○ＬＥＤ等の高効率照明を、２０２０年までに販売の１００％シェア、
２０３０年までに普及の１００％シェア

○新車販売に占める次世代車の割合を２０２０年 大５０％、
２０３０年 大７０％

○スマートグリッドやスマートコミュニティーの国内外での実証

○官民一体となった資源国との戦略的関係の深化

○戦略レアメタルの自給率５０％以上 等

等

等 等

目標実現のための取組



機密性２（参考２）エネルギー基本計画（2010年6月閣議決定）における供給見通し

3

○現行エネルギー基本計画では、2030年に向けて、エネルギー自給率の向上（18%→約4割）とゼロエ
ミッション電源比率の拡大（再生可能エネルギー：約１割→約2割、原子力：約3割→約5割）を見込む。
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現状：１８％

エネルギー自給率
2030年：約４割

計592

計517

（億kWh）

【発電電力量】

ゼロエミッション
電源３４％

ゼロエミッション
電源約７０％

原子力10%

原子力24%

【一次エネルギー供給】

再生可能エネ
ルギー等6%

再生可能エネ
ルギー等13%

再生可能エネ
ルギー等9%

再生可能エネ
ルギー等21%



機密性２
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7%
(18%)

15%

28%
(40%)

8%
(51%)

65%
(75%)

93%
(94%)

【日本】
再生可能ｴﾈ等 6%
（うち水力 3%）

ガス（国産） 1%

【ドイツ】
再生可能ｴﾈ等 9%
（うち水力 1%）

ガス（国産） 3%
石油（国産） 1%
石炭（国産） 15%

【フランス】
再生可能ｴﾈ等 7%
（うち水力2%）
ガス（国産） <1 %

【イギリス】
再生可能ｴﾈ等 2%
（うち水力0%）
ガス（国産） 30%
石油（国産） 36%
石炭（国産） 5%

【アメリカ】
再生可能ｴﾈ等 5%
（うち水力1%）
ガス（国産） 21%
石油（国産） 14%
石炭（国産） 25%

【中国】
再生可能ｴﾈ等 12%
（うち水力2%）
ガス（国産） 3%
石油（国産） 9%
石炭（国産） 69%

原子力

再生可能エネルギー等

天然ガス

石油

石炭

73%
(80%)

1%

※下段（ ）内は
原子力を国産とみ
た場合の自給率。

【イタリア】
再生可能ｴﾈ等 8%
（うち水力2%）

ガス（国産） 4%
石油（国産） 3%

（出典） ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES, ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (2010 Edition), IEA/OECD、及び 「総合エネルギー統計」

（参考３）エネルギー自給率の国際比較

○国内に化石燃料資源を持たない日本の自給率は、世界各国と比べて低水準。
○原子力を含む日本の自給率は１８％。これに対して先進国※の平均は７１％（2008年）。 ※OECD諸国

（2008年実績）
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○再生可能エネルギー等の内訳において、
現状バイオマスが過半を占める国が多く※、
また、太陽光、風力が占める割合は、ほぼ
全ての国において1%未満（ドイツ、スペイン
を除く）。

33%

66%

24% 24% 23%
16%

9%

24%

10%
17%

5%

40%

17%

47%

39%
41%

38%
54%

33%

46%
42%

31%

9% 3%

12%
24% 17%

24%

40%

23% 26%

41%

15%

1%
12%

1%
5% 6%

9%

8%

9% 8%

3%

7%

9%

1%

15%
10% 10% 13% 11% 11%

7%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
原子力

再生可能エネルギー等

天然ガス

石油

石炭

台湾 中国 韓国 アメリカ 日本
OECD
欧州

イタリア ドイツ スペイン イギリス フランス

太陽光
0.12% 0.31%

0.02% 0.01% 0.09% 0.04% 0.01% 0.11% 0.16% 0 0

風力 0.01% 0.21% 0.14% 0.57% 0.24% 1.04% 2.07% 0.29% 0.18%

小計 0.12% 0.31% 0.03% 0.22% 0.23% 0.60% 0.25% 1.15% 2.23% 0.29% 0.18%

地熱 0.01% 0.40% 0.11% 0.57% 2.82% 0.07% 0.01% 0 0.04%

水力 0.31% 2.38% 0.10% 0.97% 3.09% 2.46% 2.03% 0.54% 1.51% 0.21% 2.02%

バイオマス
1.01% 9.61%

0.24% 3.29% 1.49% 4.92% 2.23% 5.49% 3.84% 1.81% 4.30%

廃棄物など 0.14% 0.42% 1.17% 1.00% 0.79% 1.49% 0.25% 0.41% 0.86%

その他 0 0 0 0.07% 0.10% 0.08% 0.04% 0.11% 0.10% 0.03% 0.03%

合計 1.44% 12.30% 0.52% 5.36% 6.19% 9.63% 8.15% 8.85% 7.94% 2.76% 7.44%

※ 表中の“0”は0～0.005%未満を意味する
※ 台湾、中国の小計値は地熱の値も含む

【出典】OECD/IEA Energy Balance of OECD Countries 2010, およびOECD/IEA Energy Balance of Non-OECD Countries 2010  「総合エネルギー統計」 より作成

再生可能エネルギー等の内訳 （赤字は 大の割合のもの）

(参考４）一次エネルギー構成比率と再生可能エネルギーの内訳の国際比較

（2008年実績）

（2008年実績）

※日本は水力、イタリアは地熱の割合が高い。
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○一次エネルギー構成では、日本と欧州先進国
全体、米国は類似している。

○原子力立国フランスを除き、ほとんどの国に
おいて化石燃料依存度は80％程度以上。

一次エネルギー構成比率の国際比較



機密性２
化石燃料の徹底したクリーン利用による世界の低炭素化への貢献

○2020年を目途に、世界のCO2排出量の約４割を占める石炭に関し、クリーンコールテクノロジーに
よりゼロエミッション石炭火力発電を実現するとともに、エネルギー１単位当たりCO2排出量が石
炭の６割であるメタンハイドレートの商業化を実現。

○ 日本で運転中の 新式の石炭火力発電の効率を米、中、インドの石炭火力発電に適用すると、
CO2削減効果は、約13億トン。これは、日本一国のCO2排出量に相当。

■メタンハイドレート

・ ・海底の高圧下で氷状で存在するメタンハイドレートを
減圧・分解し、メタンガスを生産する技術を、世界に
先駆けて開発し、2020年目途に商業化を実現。

・我が国周辺海域には国内の天然ガス消費量の100
年分が賦存。将来の国産資源としても期待大。

・石炭ガス化複合発電（IGCC：Integrated coal 
Gasification Combined Cycle）について、ガス化技術
の開発等により、我が国の現状で42％の発電効率を
2025年頃までに50％以上に向上させるとともに、単
位当たりのCO2発生量をLNG並（480g/kWh）に低
減。

・CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）技術の
実用化（分離コスト：現状4,200円／t-CO2 → 2020年
1000円／t-CO2が目標）を併せて進めることにより、
2020年までにゼロエミッション石炭火力発電を実現。

■クリーンコールテクノロジー

中国／インド 日本 IGCC（2025年）

約30% 42% 50%

○発電効率

革新的技術への取組み

東部南海トラフ海域

●埋蔵推定海域
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再生可能エネルギーの課題と可能性（太陽光発電の例）

【課題】
○太陽光発電はコストが原子力の約7倍程度、設備利用

率は約1/6程度。

→例えば、通常の原発の発電電力量を太陽光発電で供給す
る場合、山手線の内側の約1.8倍相当の敷地が必要。

【可能性】
○抜本的な技術革新（次世代型太陽電池等）により、2030～2050年に発電コスト７円/kWh（= LNG火力発

電と同程度の発電コスト）を目指す。
○革新的蓄電システムを活用したスマートグリッドを実現することによって、電力系統への負担も抑制可能。
○これらの革新的技術によって、太陽光発電関連部材の大量増産やスマートグリッドに関連するネットワー

クシステムの構築等、世界をリードする新産業を創出。

各電源の発電コスト試算

2010 2020

１４23         23 23円/kWh43~49円/kWh 14円/kWh 7円/kWh （火力発電並）

2030 2040 2050

○太陽光発電の導入に際しては、電圧や周波数の維持のた
め、蓄電池の大量導入を中心とした系統安定化対策費用
（2020年10％の目標を達成するために少なくとも年間数千億
円オーダー）が必要。

（設備利用率） 12%        20%         50%     53%    68% 70%             

7



機密性２
太陽光発電の抜本的なコスト低減

○下記の太陽電池などの革新的技術開発、固定価格買取制度及び導入補助による市場拡大によって、以下を目指す。

発電コスト：今後約１０年で現状の約３分の１、２０３０年に現状の約６分の１（火力発電並）

効率：今後約１０年で現状の約２倍、２０３０年に現状の約３倍

導入量：今後約１０年で現状の約８倍、２０３０年に現状の約１５倍（設置できる全ての屋根に設置）

○導入量、生産量を飛躍的に向上。 今後約１０年で、生産量世界一を奪回

革新的技術への取組み

①薄膜多接合型太陽電池

・シリコン使用量の少ない薄膜型の太陽電池を複数枚重ね合わせて、様々な波長の光に感応する高効率な
太陽電池を開発。

・２０２５年に効率１８％、製造コスト４０円／Wを目指す。

・普及が進んでいないビルの壁面やメガソーラー等への導入を図る。

→ 公共施設、例えば高速道路の全ての路肩壁面に導入されると仮定すれば、約２，０００万ｋＷ（約２００平方
キロメートル）の導入が可能。

②有機系太陽電池

・導電性ガラスに酸化チタンと塗料を塗布した、低価格の有機系太陽電池（色素増感型など）の開発。

長寿命化と効率向上が課題。

・２０２５年に効率１５％、製造コスト４０円／W未満を目指す。

・低価格製品による開発途上国等の市場獲得を図る。

③量子ドット型太陽電池

8



機密性２
洋上風力発電の導入拡大

○日本は、欧米とは異なり、陸上風力発電の適地が少ないため、台風等にも耐えられる
大型・高効率の洋上風力発電を開発し、導入を加速化。

○下記の浮体式等の技術開発等により、洋上風力発電について、以下を目指す。

○これにより日本の洋上風力発電は、今後約１０年で世界 高水準（現在の英国と同水
準）の導入量を達成する。

発電コスト：今後約１０年で現状の１／１０以下、約２０年で１／１５以下(火力発電並）

に低減。

導入量：今後約１０年で１００万ｋＷ（５００基）、約２０年で５００万ｋＷ （２，５００基）。
0

5

10

15

20

25

現在 2020年 2030年

発
電

コ
ス

ト
（円

／
kW

h）

１００円以上

１２円
８円

洋上風力発電の発電コスト

1/10以上低減

約2/3低減

洋上風力発電の設置形態
革新的技術への取組み

①日本の気象・海象条件に適した浮体構造等の開発

日本の沿岸の深い海域で洋上風力発電を実現するため、軽量で耐食
性・耐疲労に優れた浮体構造等を開発

②高耐久性・メンテナンスフリーの部品・システムの開発

洋上での補修作業は難しいため、耐久性の高い部品（軸受け等）や潤
滑オイルの交換頻度が少ない増速機システムを開発。

③超大型風車の開発

５，０００ｋＷ超の大型風車（現状は２，０００ｋＷ級が主流）を実現するた
め、カーボン素材を活用した世界 長の軽量ブレードを開発。

陸上 洋上

陸上 洋上
(浅瀬)

洋上
(中間的深さ)

洋上
(深海部)

着床式 浮体式
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機密性２
藻類バイオマスの革新的な技術開発

微細藻類

革新的技術への取組み

○微細藻類などからの直接搾取技術
・油を生産・蓄積する植物、微細藻類の探索、微細藻類から薬品などを使って完全
に油を搾り取る技術などが重要。
・ 現在導入されているバイオマスエネルギーとは異なり、「藻類」という新しいカテ
ゴリの原材料に着目することで、大幅なバイオマスの導入拡大を目指す。
・従来と違い、プールの中で（工業プロセスのような形で）人工的に微細藻類を増殖
することができ、既存のバイオマス資源以上の飛躍的な生産量の拡大が期待でき
る。

○バイオマスエネルギーは地産地消的なエネルギーとして、地域振興に貢献。
○バイオマスの飛躍的な導入拡大を目指すに当たっては「微細藻類」のような、有望かつ新しいエネルギー源の技術

開発を推進することが重要。
○技術開発の進展によって、以下の目標を目指す。

バイオマス燃料 今後約１０年で現状の１／１０程度（ガソリンと競争し得る価格）の製造コストを目指す。

バイオマス発電 今後約１０年で約１０円／kWh（火力発電並）の発電コストを目指す。
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機密性２再生可能エネルギーを活用した自立型・分散型システム（スマートコミュニティ）

○ 地域・コミュニティの特徴を活かした分散型エネルギーシステムの構築を推進。

○ 不安定な再生可能エネルギーを前提に、IT技術を駆使し、リアルタイムで需給を制御・バランス。これらの「スマート

グリッド」技術をベースに、新たな市場の開拓を狙う。

○ 次世代自動車、ガス・ 水素供給システム等を電力網に融合。

○ 家庭・コミュニティでの戦略的な省エネルギー・省電力を徹底。災害にも強い。

○ ２０１４年まで実証実験を実施。以降、全国への展開を目指す。

○ 家庭の電力の約８割を自給自足できるスマー
トグリッド技術、蓄電技術をはじめとしたスマー
トコミュニティの技術を確立。

○ 蓄電池につき日本リードの国際標準化

○蓄電池は、現在は60万円／kWh。
2015年には1/15、2020年には1/20が目標。

○ 住宅用太陽光発電や蓄電池の価格低下も
相まって、家庭や地域でスマートコミュニティ
技術の普及が進む。

実証成果と普及イメージスマートコミュニティのイメージ

系統からの独立性を高め、再生可能エネルギーを
中心とした新たな分散型エネルギーネットワークの
構築を目指す。

スマートハウス
（家庭のエネルギー

マネジメントシステム）

風力発電

次世代自動車・バスを
電力インフラとして活用

電力不足時：電気自動車→家庭
電力余剰時：家庭→電気自動車

メガソーラー

ZEB

防災拠点に再生可能
エネルギーと蓄電

池、コジェネを整備

住宅用太陽
光発電

再生可能エネルギー
を最大限に活用する

災害にも強い家づく
り

再生可能エネルギーの
変動にあわせて
需給バランス
を調整

電気・燃料電池バス

地域冷暖房・コジェネ

コントロールセンター
（地域のエネルギーマ
ネジメントシステム）

集中電源

GEGE

蓄電池

２０１１年

２０１４年

２０１５年～
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機密性２
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日本のエネルギー消費動向・エネルギー効率の推移

エネルギー効率の国際比較（2008年）
※単位GDP当たり一次エネルギー供給の指数比較
（日本＝1.0）
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（石油換算トン/億円）

64.5%

9.5%

16.8%

42.8%

19.4%

23.6%

業務部門

14.2%
9.2%

1.9倍

1973年
からの
伸び

2.7倍

0.9倍

2.1倍

(出所）：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算年報」、
（財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」

エネルギー効率（部門別）の推移

日本全体のエネルギー効率
※1973-2009年に39%改善 部門別エネルギー消費

効率改善

※単位GDP当たり一次エネルギー供給

(出所）：IEA/Energy Balances of OECD/NON-OECD 
Countries (2010) 12

○石油ショック以降、日本のエネルギー効率は改善を続け、世界で 高水準。さらなる省エネには、消
費が大きく拡大している民生部門（業務・家庭）、運輸部門の対策が必要。



機密性２
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石油需要・価格見通し
ドル/ﾊﾞﾚﾙ 石油換算百万トン

2008年7月
高値145ﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾚﾙ

2015 2020 203520302025

2010年

※2011年4月29日113.9ﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾚﾙ
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天然ガス需要・価格見通し
ドル／Mbtu 石油換算百万トン

※北米パイプライン価格

2008年7月
高値11.4ﾄﾞﾙ／Mbtu

2009年

2015 2020 203520302025
（出典：ＩＥＡ World Energy Outlook 2010, Energy Balances  Energy Prices and Taxes） （出典：BP Statistical Review 2010）

石油・天然ガスの国際価格・需要・埋蔵量

石油確認埋蔵量（国別）（２００９年）

可採年数46年

年間生産量
292億バレル

石油確認埋蔵量
1兆3330億バレル
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可採年数63年

年間生産量
３兆立法メートル

天然ガス確認埋蔵量
約187兆立法メートル
（約1368億トン（LNG換算））

天然ガス確認埋蔵量（国別）（２００９年）
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○頁岩（けつがん）層に含まれる、非在来型の天然ガス。米国で生産が急拡大しており、2008年には生産シェアの約１０％にまで達した。
今後も着実に増加する見通し。

○米国では、シェールガスの生産拡大によりＬＮＧ輸入見通しが大幅に下方修正されるなど、需給構造に大きな影響。
○採掘にコストを要するために開発が遅れていたが、近年、技術革新によって商用生産が可能となった。
○北米のみでなく、世界にも広く資源が賦存すると考えられる。今後、探鉱活動の進展による埋蔵の確認と、開発・生産が期待される。

シェールガス（非在来型の天然ガス）

非在来型ガス資源の賦存例
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米国のCBM・シェールガス生産推移

出所：EIA, 2010 Energy 
Conference
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米国のLNG輸入見通し
（出所：EIA, Annual Energy Outlook 2010）trillion cubic 

feet

実績 見通し
２００５年時点
の見通し

２０１０年現
在の見通し頁岩層

※シェールガス：採掘にコストを要する固い岩
（頁岩層）に含まれるガス。

※タイトガスサンド：液体が通りにくい高密度の砂岩に含まれるガス
※CBM（炭層ガス）：石炭ができる過程で生まれ地下の石炭層に貯留するガス

水平坑井・水圧破砕

シェールガスの開発手法（技術革新） シェールガスの資源賦存（世界）
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出所： Tight Gas Sands、Journal of 
Petroleum Technology Page 86-93. 
Table 1 - Distribution of Worldwide 

Unconventional-gas resources (After 
Rogner 1996, Taken from Kawata and 

Fujita 2001)

※原始埋蔵量
（理論的に存在するとされる量）

単位：Tcf
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