
 

 

 

 

日本記者クラブ 

記者会見「世界エネルギー展望２０１２」 

脱原発をするのは、大変なこと 
 

ファン・デル・フーフェンＩＥＡ事務局長 
２０１２年１１月２２日 

 

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の事務局長として２度目の会見。２０１２年

版「世界エネルギー見通し」を説明し、その柱である省エネの推進で日本が

重要な役割を担うべきだと、期待を表明した。同時に北米のシェールガス革

命によって世界のエネルギー地図が塗り代わり、米国が世界 大の石油・ガ

ス生産国となり、温暖化対策も新たなアプローチが求められると語った。ま

た、質疑応答では、野田佳彦首相が表明した「２０３０年代に原発ゼロを目

指す」との方針について「決断は日本次第だが、脱原発は大変なこと」と述

べ、選択を尊重する姿勢を示しつつ慎重な判断を求めた。「さまざまな要素を

考え、衆院選後の政権が問題点を明確にしたうえで、包括的な判断をしてほ

しい」とも述べた。そのうえで、「再生可能エネルギーで原発を実際にどこま

で代替できるか。化石燃料の輸入増や電気代の上昇による国民負担増、地球

温暖化対策の目標達成が難しくなることも、よく考えてほしい」と注文をつ

けた。同時に、野田政権がまとめた脱原発依存に関する文書については「う

まく書かれている」と評価した。北米の安価なシェールガスと日本の技術を

組み合わせれば電気代や二酸化炭素を抑えながら脱原発を進める道もあるの

ではないか、との質問には「その通り」と答えた。 

 

司会：小此木潔 日本記者クラブ企画委員（朝日新聞編集委員） 
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司会：小此木潔・企画委員（朝日新聞編集委員）  

それでは、マリア・ファン・デル・フーフェンさ

ん、ＩＥＡ国際エネルギー機関の事務局長の記者

会見を始めます。事務局長としては 2度目ですが、

何遍も日本に来ていらっしゃいます。オランダの

教育文化科学大臣、経済大臣を務められた方です。

隣にいらっしゃいますのは、ＩＥＡ国際エネルギ

ー機関のアモス・ブロムヘッドさん、上席分析官

です。同時通訳は、池田薫さんと大野理恵さんに

お願いします。 

本日は、2012 年版の世界エネルギー・アウト

ルックについて、特に日本に関する分析やアドバ

イスをたくさんいただけるものと楽しみにして

おります。それでは、よろしくお願いします。 

 

ファン・デル・フーフェン 国際エネルギー機

関（ＩＥＡ）事務局長 どうも大変ご親切なご紹

介をいただいてありがとうございます。今回もま

た日本記者クラブに伺えて、とってもうれしく思

っております。「世界エネルギー展望 2012」につ

いてお話し申しあげたいと思います。 

今回の展望は、1週間強前にロンドンで発表さ

せていただいたものでございます。実は私にとっ

ては、アジアにおいて、この発表をさせていただ

くのは初めてであります。日本はもちろんＩＥＡ

の重要なメンバーであられるので、こちらに伺っ

てお話しさせていただく次第です。 

それでは、私のほうからは一般論ということで

ご紹介申しあげたいと思います。日本で起こって

いることというのは、もちろん全体的なグローバ

ルな枠組みで捉えなければいけませんし、私のほ

うからは、特に日本にとって重要なところを拾い

出してお話し申しあげたいと思っております。 

世界システムの根幹が変わる 

この 12 カ月間、実は世界のエネルギーシステ

ムの根幹が変容してまいりました。というのは、

もちろん継続ベースで石油及びガス生産の発見

も行われております。イラクでもアメリカでも、

またＯＰＥＣ諸国でも、ということであります。 

それから同時に、原子力についての政策の変化

も一部みえつつあるのです。日本、ドイツ、スイ

ス、もしかしたらフランスも入るかもしれない。 

それからまた、さらに新しい政策について数々

の発表も行われております。例えば再生可能エネ

ルギーをもっと使う、エネルギー効率を上げると

いったようなことであります。 

また同時に、消費者にとっては価格的にかなり

燃料高が続いているということです。 

これが世界経済の回復のブレーキになってい

るのです。それからまた、持続不可能なエネルギ

ーシステムもみえ隠れしているということで、2

つもしくは 3つの例をお示ししたいと思います。 

まず、化石燃料の補助金です。これによって無

駄遣いが増えている。これが世界で 30％近く増

加して、2011 年に 5,230 億ドルになってしまっ

た。補助金のメインなものは、例えば中東のもの

等々であります。 

また、ＣＯ2 の排出量もどんどん増えているの

です。2010 年に比べて 1 ギガトン分、余計に増

えてしまいました。 

それから、同時に気候変動の問題が響いており

ますが、政治の中では扱いが鈍くなっている。ま

た、いまだ 13 億人の人が地球上において電力が

使えない状態にあります。人間のウェルビーイン

グ及び経済社会発展に対してどういう悪影響を

与えるか、想像なさってください。 

以上がスタート地点であります。それを土台に

して、グローバルな見通しを考えてまいりました。 

2035 年までの見通しであります。これが展望

の次元です。驚かないかもしれませんけれども、

世界はまだまだグローバルなエネルギーのシス

テムをもっと持続可能なところに持っていかな

くてはいけない。でも、それができないでいるの

です。 

セントラル・ポリシー・シナリオというのがあ

るのですけれども、この中では、現在ありとあら

ゆるポリシー、ポリシープラン、もうすでにコミ

ットされたポリシー、また、これから採択される

かもしれない、実施されるかもしれないポリシー

をすべて勘案して考えたものであります。中心シ

ナリオにおいては、世界のエネルギー需要は今後

も増え続けるということになっております。つま

り、2035 年までに 3 分の 1 は増えるということ

になるわけであります。 

どこで一番増えるのか。60％分は中国、インド、

そして中東諸国から来るわけなのです。これとは

対照的に、エネルギーの需要というのはＯＥＣＤ

諸国ではほとんど上がらないのです。横ばい状態

ということであります。つまり、中心的な力はど

んどん東方に移行しているということなのです。

後で申しあげます。 

いろんなことが起こっておりますので、結局非

ＯＥＣＤ諸国の世界エネルギー需要に占める割

合というのは、2035 年までには 3 分の 2 にまで
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ジャンプしてしまうということなのです。 

1975 年というのは、ちょうどＩＥＡが発足し

た当時なのですけれども、そのときは全く世界は

違っていました。当時は、エネルギー需要の 3分

の 2 というのはＯＥＣＤ諸国から出ていたので

す。残りの 3分の 1がその他から、ということで

ありました。でも、2035 年までにはこれが逆転

するのです。 

2035 年までに、化石燃料は今後もやっぱり断

トツで、大きなエネルギー源にはなり続けるとい

うことでありまして、エネルギーの未来は化石燃

料なくして成り立たないということであります。 

3つ例を挙げます。石油に対しての需要は、日

量 1億バレルに近づきます。いまは 8,900 万とい

うことですけれども、また天然ガスに対しても

50％上昇になります。そして、ほかにも急増する

ものがある。再生可能エネルギーです。特に発電

部門においては、20％が今日なのですけれども、

31％にまで上るということになります。 

そして、原子力エネルギーの増加というのは、

下方修正されているわけです。これは福島に対し

てとられた政策の結果であります。これによって

直接影響が気候変動に出るということになるわ

けであります。いまの形で続くと、セントラルシ

ナリオにおいては、長期的な気温上昇は大体

3.6℃になってしまうのです。 

日本の省エネ効率に期待 

それでは、次に、エネルギー部門の日本につい

て考えてみましょう。我々の予想でありますけれ

ども、エネルギーのデマンドはピークが 2015 年

ではないか。その後、少しずつ減っていくという

ふうにみているわけであります。どうしてか。そ

れは人口が減り始めるということでありますし、

またエネルギー源単価が経済の中で減ってくる

からであります。 

日本においては、実は省エネ効率が世界で も

高い国の 1つではあるのですけれども、さらに改

善の余地があるということだと思います。 

こちらのチャートをごらんいただきたいので

すけれども、これが我々の発電部門における所見

です。新しいイノベーションについての戦略はこ

れには反映されていないのです。その後日本が戦

略（の文書）を書かれておりますけれども、政策

上の決定を、新政権が行うということになるので、

代替エネルギー源などについても、当然それが変

化を与える、インパクトを出すということである

と思います。 

これもまだ留意していかなければいけないと

いうことになるのですけれども、代替案というの

は、例えば、全く原発をゼロにするということも

オプションに入るでありましょう。そして、石炭

がその分カムバックするかもしれない。もっと経

済的な地位を占めるようになるかもしれない、と

いう可能性もあると思います。後でも述べます。 

というように様々な推計を出しているのです。

原子力エネルギーが2020年までに20％まで戻る

かもしれない。福島原発事故以来閉鎖されている

原発がある。しかし、これが再稼働されるかもし

れないということです。政策が変われば、そうい

うふうにはならないということですけれども、そ

うすると、またそれが 15％に 2035 年までに減る

ことになるわけであります。 

それからまた、もちろん寿命にも達してしまう。

だから、原子炉については廃炉にしなくてはいけ

ないということにもなると思うのです。原子炉を

減らすということは、再生可能エネルギーが増え

るということで補う。またエネルギー輸入も増え

る。それからまた、よりたくさん節減が認められ

る、期待できるということです。 

再生可能エネルギーの上昇というのは、ソーラ

ーＰＶ及び風力ということです。太陽光発電。そ

れから、固定価格買取ということで、ソーラーの

ほうが、大体 51 ギガワットが 2011 年から 2035

年までに増えると予想されております。 

つまり、これは現在の 2011 年の設置済みの 4

分の 3の能力に相当するということです。キャパ

が、23 ギガワット増える。これは、実は風力の

アメリカでの 2011 年現在の設置の 2 分の 1 に該

当する。でも、これは推計にすぎないということ

であるので、結局、推計が当たるかどうかは政策

いかんだということであるわけです。 

再生可能エネルギーのサポートスキームにつ

いてさらにコメント申しあげたいと思っており

ます。例えばＦＩＴ（フィード・イン・タリフ）

の話。固定価格買取制度の組み方というのは、予

算が厳しい折りですから、これが大事なのです。

そして、もちろんあまり寛大に料金をつけてしま

うと持続不能です。これはすでにいろんな国で証

明済みです。 

それでは、もうちょっとグローバルなことを考

えてみたいと思っております。どういう変化が起

こっているのか。一番大きな変化は、石油・ガス

生産です。アメリカのものがとても大きい。ここ

にございますように、新しい技術が入ってきてい

る。この新しい技術によって、いままで使えなか
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った非在来型の資源が使えるようになる。昔でし

たら、あまりに高価過ぎて、難し過ぎて掘れなか

ったものが掘れるようになったということであ

ります。在来型の石油・ガスというのがあるわけ

ですけれども、これはアメリカでは在来型につい

てはずっと減り気味であったわけです。でも、こ

れを補って余りあるのが非在来型の石油・ガスで

あって、これがアメリカでは 2020 年まで続くこ

とになるのです。 

米国が最大の石油・ガス生産国に 

2020 年になる前に、アメリカについての推計

は、実は世界 大の石油・ガス生産国になるであ

ろうという見通しを立てているのです。これによ

って、いままでは、つい数年前は考えられなかっ

たような展開になるということです。 

さらに申しあげたいのは、この非在来型の革命

によって大きな影響が出ている。これはアメリカ

以外にも波及している。1つ述べてみたいと思っ

ております。 

1つは石炭なのです。ここにあるように、アメ

リカにおいては非常にガス価格が低い。安いので

す。石炭よりも安い。石炭の価格というのはアメ

リカでは高い。ということで、ガスが新しいマー

ケットを探しているのです。アメリカにおいては、

発電に使うには高過ぎるからということであり

ます。これも東方に動いていく。石炭はアメリカ

からヨーロッパに行く。しかし、ガスだけの発電

所というのはもう遊休しているか、低レベルしか

稼働しておらず、この国際的なグローバルな石炭

のプレゼンスがあるので、東方に動くということ

になるのです。中国、インドといったような国は、

エネルギーに対しての需要が高いからです。とい

うことで、これがもう 1つ考えられるインパクト

です。石油・ガスのリサーチが進んでいる、そし

てアメリカは石炭を外に持っていかなくてはい

けない、ということになるわけです。 

それから、日本については、アメリカで起こっ

ていることが大きな影響を与える。これによって

ＬＮＧの輸出が北米から日本に可能になるので

はないかということであります。そうすると、い

まや日本の消費者というのは巨額の代金を払っ

て輸入ガスを使っているわけですけれども、これ

の対策になるかもしれないわけです。 

これは、価格メカニズムも大いに影響してくる

ことになるわけです。現在のメカニズムは、石油

価格に連動しているのです。昔は石油価格が低か

ったですから、よかったのです。しかしながら、

石油価格がここまで高騰してしまうと、そしてス

ライド制の価格をとってしまうと、結局ガスの価

格もつれて高くなってしまうわけです。 

ですから、ＥＵのような国はミックスされた価

格設定メカニズムがあるのです。石油価格に連動

するわけではなくて、ＬＮＧの先物もあるし、ス

ポットマーケットもあるという形でやっている

わけです。ですから、アジアにおいてはこれも検

討要因かと思います。なぜならアジアは、日本も

含めて、ガスの成長市場であるのです。 

さて、もう 1つ、石油生産の増が見込まれるの

がイラクです。イラクがゲームチェンジャーにな

るということなのです。埋蔵量は膨大なものがあ

る。そして、イラクには、まだまだ探鉱が足りな

いのです。生産コストも、実は 低の部類です。

世界で一番安い。 

例えば、これはイラクの生産コストです。これ

はカナダのオイルサンドに比べて 15 倍も安い。

ロシアに比べて 7倍も安いのです。我々の推計に

よりますと、イラクの生産は日量 600 万バレルに、

2020 年までに倍増する。さらに日量 800 万バレ

ルに 2035 年までに増えるであろうと思っていま

す。イラクの南部に巨大な油田があるからです。 

それからまた、北部のクルド人が住んでいる地

域においても埋蔵が潤沢である。ここからも生産

が期待できる。現在、とても活発に探鉱が行われ

ているところなのです。 

しかし、もうちょっと慎重を期さなくてはいけ

ない。ですから、我々は保守的な見方をしている

ので、オフィシャルなターゲットを、またイラク

政府のものよりもきつい見通しになっています。

でも、かなり見通しが明るいということであると

思います。もちろんイラクはいろいろ制約要因が

あるので、慎重に見守っているわけであります。

政治的なコンセンサス、ガバナンス、ガス・石油

についてもつけなくてはいけませんし、また新し

い運輸体系も必要、貯蔵施設、また輸出インフラ、

電力インフラもイラクは整備していかなくては

いけない。水がないと生産できないので、水も必

要です。 

それからまた、イラクはまた自前のノウハウを

培って、人材も育成して、制度もつくっていかな

くてはいけない。何年も紛争が続いてしまったの

で。でも、生産は必ず行われるということです。

ということで、生産した石油はどこに行くのでし

ょうか。現在のところ、イラクの輸出は半々で、

アジアマーケットとその他で分かれている。今後

は、たぶん比率ではアジアが大いにしのぐことに
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なると思います。ここでも東方ということになる

わけです。 

ここにございますのは、新しい数字からできて

いるのです。バグダッドと北京を含むということ

であります。投資のお金が、中国からイラクに来

るということです。なぜでしょうか。なぜお金を

出すのでしょうか。それは中国の場合、石油・ガ

スが欲しいからです。 

石油価格は高止まりへ 

石油市場について、主要な材料として需要を押

し上げているのは成長です。新興市場国で成長が

起こるからです。特に運輸体系のものが中国、イ

ンドで需要が大きくなる。あと中東もそうなので

す。これによって石油に対しての需要が新興諸国

で増える。ＯＥＣＤ諸国では減るけれども、その

減少を十分補うことになるということです。これ

によって石油価格は、結局 2035 年までに高止ま

りするであろうということで、実質価格で 125 ド

ル／バレルで続くのではないかと思っています。

高止まりです。 

これでデマンドの対象国は変わってくる。新興

国が中心になる。特にアジアからということにな

るわけです。それからまたアメリカの生産も増え

るので、グローバルな流れが大々的に変わること

を示唆しているわけです。中東は、もちろん 大

のグローバルな輸出国ではある。そして、輸出の

90％は 2035 年までに東方に行くわけです。アジ

アマーケットです。これによって、特に中国向け

が大きくなる。アメリカを抜いて、中国が 大の

石油の輸入国になるわけです。 

このようなダイナミクスが働いている。天然ガ

スについても同じことが言えます。ガスというの

はちょっと石油と違うので、単一世界市場という

のはできていません。後でコメントしたいのです

が、現在、アメリカ、ヨーロッパ及びアジア太平

洋の、3つの域内市場がありまして、それぞれ特

徴があります。そして、それぞれガス価格設計の

メカニズムを持っているのです。ガス価格の設定

について、先ほども申しあげましたけれども、価

格自体というのが、例えばＢＴＵは 3ドル強から

18 ドルという形で、アメリカは 3 ドルで日本は

18 ドル、韓国はまた違う。ヨーロッパもずっと

安い。それからイギリスはもっとヨーロッパに比

べて低いといったような跛行性(はこうせい)を

持っています。実はガスの価格についてはいろい

ろ申しあげることがあるのです。石油ほど易しく

ない。ガス価格は主要マーケット別に大きな差異

があるのです 

今後どうなるか。この数十年間の間に、こうい

ったマーケット間のつながりがもっと強化され

ると思います。ガスへの需要が増えるからです。

これによって貿易量ですとか、新しい貿易の流れ

が出てくるというふうに思っております。いまの

ところ、メインのガスというのは、結局ヨーロッ

パに向かっている。それから韓国、日本に向かっ

ている。北米は、グローバルのトレードとは切り

離されて自前でやっているのです。島のような孤

立した市場になっているわけであります。つまり、

アメリカからのガスの出入りはないということ

です。 

2035 年までにこの図というのはより多様化さ

れます。国際貿易が非常に顕在化し、アジア中心

になるということになるわけです。アジアが急増

するということです。それからまた、北南米のほ

うが重要な輸出地域として台頭してくるという

ことであります。そして、オーストラリアもアフ

リカもということでてあります。 

ビッグプレーヤーは、この図においては非在来

型のガスであります。非在来型ガスが台頭してい

るのです。もうでに生産の半分ぐらいを成長分で

は持っていくということになっています。その伸

び率がどこでくるのか。北米です。でも、それが

世界に波及していく。オーストラリアにも、また

その他、中国を含めてという形であります。 

非在来型のガスが増え、ガスの交易がどんどん

進んで柔軟化すると、その結果、継続的にプレッ

シャーが在来型のガスの生産者、供給者及び全体

的なオイルリンクしたガス価格にも影響を与え

ることになるわけです。 

以上、まとめますと、このようなことになるわ

けです。世界が全く変わる。アメリカの占める位

置が変わるということであります。もちろん非在

来型のガス・石油生産が今後も増えると思うので

す。ほとんどの輸入地域、輸入国が、石油・ガス

については 2035 年まで輸入を続けることになる

わけです。日本はもうすでに輸入一辺倒です。ガ

ス・石油についても、2035 年までに、ＥＵ、中

国及びインドもみんな輸入エネルギーに依存す

る。石油の消費は 8割依存、またガスの輸入も比

率として増えてくることになるのです。 

アメリカはどうなるのでしょうか。これとは対

照的に輸入の比率が、石油については半減するの

です。そして、小さいけれども、大きなガス輸出

国にもなるということであります。 

それでは、電力について考えてみましょう。こ
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こでもまた、全体的には新興国の台頭が目覚まし

い。需要の伸び率の 70％を占める。石炭も、実

は向こう 10 年間、グローバルな発電用の燃料な

のです。でも、それに追い打ちをかけているのが

再生可能エネルギーで、これが発電用の電源とし

ては、2015 年までにナンバーツーになるという

ことであります。いずれ天然ガスを抜くことにな

るのです。これが全体図です。 

それでは、地域別にみてみましょう。先ほど申

しあげましたように、日本についてはこういった

形で生産が下がっている。これを補わなくはいけ

ないので、再生可能エネルギーを使った発電を増

やすということです。ＬＮＧの輸入も増える。省

エネも効率を上げるということです。 

ヨーロッパの場合には、風力、太陽光で、再生

可能エネルギーが 5分の 2にまで伸びています。 

アメリカの場合は、石炭がちょっと苦しんでい

る。ガス価格が安いし、再生可能エネルギーにも

補助金がついているし、ということです。 

インドの場合には、発電量も 2035 年までには

大量に増える。これはいろんな電源を使うのです。

石炭も、燃料としては半分以上ということになり

ます。インドは、実は世界で原子力でも中国と並

ぶぐらい伸びているところなのです。 

中国における電力需要は、2035 年までに、い

まのアメリカと日本を足し合わせた電力の需要

を上回るぐらい伸びるのです。 

再生エネの補助金が問題 

それでは、再生可能エネルギーについて考えて

みましょう。非常に強力な成長があり、グローバ

ルなエネルギー源はいま交差点に来ているので

す。幾つかの政府は、もちろんベネフィットも享

受してまいりましたけれども、今後、再生可能エ

ネルギーをどうやってサポートしようか考えあ

ぐねています。コストがかかるわけですから。 

2011 年に再生可能エネルギーは、トータルで

880 億ドルの補助金を受けています。これは2010

年に比べて 24％伸びている。そのときは電力が

640 億、そしてバイオ燃料については 200 億強ぐ

らい使っていたということであります。電力のキ

ャパも増えている。これによって 1兆ドル分ぐら

いの補助金が固定化されているということにな

ります。このような政策があるわけですから、こ

れは必ず実施される補助金が出る。 

それからまた、2030 年を超えても払い続けら

れるものさえある。技術コストは下がってきてお

ります。また、化石燃料価格は高い。高止まりし

ているので、再生可能エネルギーは、我々の推計

では、かなり大幅な支持が必要になるのです。と

いうことは、再生可能エネルギーベースの発電所

をつくるためには、追加的に 2.6 兆ドル分補助金

が必要であろうと思っております。まだキャパが

足りないのです。2035 年を超えるぐらいまで補

助金を出す必要があるということです。 

それに加えてバイオ燃料は、実は補助金が増え

ている。2035 年までに 1.2 兆ドルになっている

のです。結局、全体で 4.8 兆ドル分が再生可能エ

ネルギー向けの補助金になるのです。 

これによって電力価格はどうなるのでしょう

か。電力価格は、地域別にかなりの差異がありま

す。一番高いのはヨーロッパ。また日本も非常に

高い。アメリカを大いにしのぐ。中国よりもずっ

と高いのです。どうしてこんなに差がついてしま

うのでしょうか。アメリカ、中国に比べて、燃料

コストが高いからです。また、資本コストも高い。

新しいキャパを設置するために、また再生可能エ

ネルギーの補助金のコストが、電力料金を通じて

消費者に転嫁されているのです。電力料金は今後

も増えるであろうと、大体平均 15％の伸びを予

想しております。そして、電力料金は日本におい

ては、2035 年に大体中国より 3 倍高くなると思

っております。想像してみてください、産業の競

争力にどういう影響が出るのでしょう。また市民

の購買力にどういう影響が出るとお考えでしょ

うか。 

それでは、次に全く違ったものをみます。水で

す。今回の 2012 年の展望において、初めてエネ

ルギーのための水を考えてみました。エネルギー

を出すにも、発電するにも、採取するにも、また

バイオ燃料の灌漑なども、みんな水が必要です。

水の入手可能性はどうなのかということもある。

液化にも水が必要である。例えば海水の淡水化で

すとか、そのときにも水をたくさん使う。推計は

どういうふうになっているのでしょうか。 

エネルギー部門において、現在、全体で約 15％

の世界の水が使われているのです。これは 5,800

億立方メートルです。そうすると、水は 2035 年

までに、ニーズがあと 5分の１ぐらい増えること

になるのです。ということは、水の利用可能性が

どのくらいあるのかがエネルギーの信頼性及び

コストに大きく影響を及ぼすことになるのです。

脆弱性は、もちろんある程度対処可能であります。

よりよい技術を投入するとか、またよりたくさん

エネルギー・水政策を統合させることなどである

程度は対処できるのですけれども。 
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毎年、我々の展望では、燃料にフォーカスしま

す。でも、ことしは、実態的な燃料のかわりに、

節電、エネルギー効率というものを取り上げまし

た。これは貯蔵できない、目にもみえないことで

すけれども、エネルギー効率をテーマに選んだの

です。というのは、エネルギー効率を上げること

によって、需要の伸びに対応することができるか

らです。エネルギー生産と同じような効果がある

からです。 

エネルギー効率の重要性に注目 

そして、ポテンシャルが大きくあることに気づ

いたのです。長きにわたってエネルギー政策がう

まくいっていない点があり、そのポテンシャルを

十分生かしきれなかったのです。もちろん各国そ

れぞれ、少しずつは政策対応をやってきました。

それを少しご紹介したいと思います。 

オーストラリアは、産業エネルギー効率計画を

導入し、やっています。日本もそうですよね。非

常に成功裏に、先駆者の利点を生かしたアプロー

チを使っておられる。そして、省エネに努めてこ

られた。家電ですとか、特に業界での節電が目覚

ましいのです。 

それからほかの国でも、幾つか歓迎すべき政策

がとられています。中国でも 16％、エネルギー

原単位を 2015 年までに下げるといっていますし、

日本はさらに電力消費を2030年までに10％下げ

るといっております。それぞれの消費国において。

これがトリガーとなって、非在来型の革命の発端

になるのかもしれません。 

こういった国々がどんどん進展を行いまして、

目標を達成していく、さらに追加的な政策をとる

ことになりましても、それでもまだまだ実は経済

のポテンシャルのエネルギー効率、3分の 2は未

実現になるわけです。これはまだ手つかずの経済

的なポテンシャルです。 

日本の場合をみてみましょう。例えば、建物で

エネルギー効率を上げれば、まだまだ節減する余

地が残っているのです。エネルギー展望において、

世界が効率化したらどうなるかということを考

えてみました。常識的なエネルギーの政策がとら

れたらどうなるか。 

重要なことは、グローバルなエネルギー需要の

伸びを半減させることができるとわかったので

す。新政策シナリオはこっちなのです。つまり、

経済ポテンシャル、いろいろエネルギー効率を上

げるということで、2035 年までに節電できるわ

けなのです。2010 年の需要の 5 分の１ぐらいの

効果はあるということです。 

新政策シナリオにおいては、石油需要は約 1億

バレル日量になるのです。でも、対照的にエネル

ギー効率化シナリオにおいては、石油の需要は

9,100 万バレル。2020 年までに日量でピークを打

って、その後減っていくことになるわけです。こ

の分、節減できるということです。2035 年の節

減分は日量 3000 万バレル。これはロシアとノル

ウェー2国の現生産量に匹敵する、サウジをしの

ぐ量です。現在の石油価格で、お金に換算すると、

0.5 兆ドルぐらい。もしくはＧＤＰ対比 2％の節

減効果がある。そして、天然ガスでもできるわけ

です。これはアメリカのガス需要の 2010 年分に

匹敵することになるわけです。 

経済と温暖化対策に貢献 

これはどういう意味を持つのでしょうか。生活

水準が犠牲になるのでしょうか。経済がより悪化

するということなのでしょうか。そうではないの

です。つまり、もっといい効果を、少ないもので

出すことができるわけです。非常に効果がありま

すので、世界はもっとエネルギー効率に目を覚ま

すべきです。 

さて、エネルギー効率化シナリオのもとでは、

もちろん追加投資も必要になるのです。この投資

がどのくらい必要かと申しますと、実は投資をし

ても、それを上回る形でエネルギー経費を産業ま

た民生で節減することはできるのです。 

日本をみてみましょう。これはエネルギー経費

をみたものであります。エネルギー効率化シナリ

オのもとでは、新政策シナリオに比べ 19％カッ

トすることができます。このシナリオのもとでは、

まさに再転換を遂げることができるのです。経済

として、より省エネ効率の高いサービス商品が出

回るということになるわけですから。それによっ

て節減で浮いたものは、もっと生産的なものにか

けることができる。ネットの効果というのは、エ

ネルギー効率化すれば、景気も押し上げることに

なるわけです。 

日本政府に対しては、コストは低いので、だか

らぜひやってくださいとお勧めしたい。 

2035 年までこういった政策を続けるというこ

とになると、もちろん気候変動上もいい影響が出

てくるわけであります。もちろん平均気温上昇は

全世界的に 2 度までに抑えたいと思っているわ

けですが、いまのままですと 3.6 度上昇になって

しまう。2度に抑えるためには、国際努力をもっ

と加速しなくてはいけないのです。経済的な理由、
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意見もあります。景気が先だという点もよくわか

ります。しかしながら、残念なのは、ほかのポリ

シーの優先順位がどんどん低くなっていること

であります。 

中央シナリオの分析については、昨年こちらに

伺ったときに、2011 年の展望についてお話し申

しあげたのです。それをみましても、現在のエネ

ルギーインフラは、2035 年までの許容可能とい

うことであって、すでにＣＯ2排出の80％を目標

として設定しているのです。気温上昇を 2度に抑

えたいのであれば、こういうふうになってしまう

ということになる。あまり操作の余地は残ってい

ないのです。昨年も申しあげたように、これ以上

アクションをとらないと、2017 年までに、もう

すでにエネルギーインフラはすべての許容可能

なＣＯ2 排出を出し切ってしまう計算になってし

まうのです。 

でも、効率化シナリオであったら、5年間の時

間を稼ぐことができる。2017 年でとまってしま

うのではなく、2022 年まで延ばすことができる

のです。新しいエネルギーインフラをつくらなく

てはいけないということですが、エネルギー効率

を上げれば、二酸化炭素の排出量の設定を 5年間

先延ばしにすることができる。これで余裕ができ

るので、ぜひ国際的な気候変動条約が削減協定と

いうことでまとまればいいと思うのです。でも、

これはシナリオです。現実をベースにして、いろ

んな前提を入れてつくった推計なのです。入れた

前提が全部言っていることは、いま行動しないと

間に合わないということなのです。 

今回の展望においては、非常に厳しいポリシー

メーカーに対しての苦言が呈されていると思っ

ています。困難な選択が迫られるわけです。相矛

盾し合うようなオプションも出てきております。

政治家の方々は、エネルギー安全保障も、経済・

環境上の目標も達成すると、両にらみでなさって

いるわけです。そして政治家、ポリシーメーカー

の方々は、非常に複雑なエネルギー環境を背景に

しておられるわけです。燃料ですとかマーケット

ですとか、非常に強化されて厳しくなってきてい

る。そして、それが全世界に波及効果を及ぼすよ

うな時代になってきたということで、エネルギー

開発は、ある地域には起こっている。 

日本の課題と指導的役割 

後に、重要な点について、日本に絞って申し

あげたいと思います。 

まず、エネルギー安全保障についてですけれど

も、今後、石油貿易の流れが、アジアへと方向を

変えるわけです。そして、エネルギー安全保障が

引き続き日本にとっての優先事項となります。そ

れを左右するのは、やはり輸入エネルギーである

わけです。ということは、日本は必ず電源、燃料

源を多様化しなくてはいけない。そして、主要な

資源産出国と連携をし、短期的な供給の緊急事態

に対応できるように、即応体制を整えておかなく

てはいけないのです。 

2番目は、原子力エネルギーです。脱原発依存

の計画は続いていく。それはそれなりに経済にコ

ストをかけるということであります。電力価格が

上がるということを意味するからです。それから

また、エネルギー安全保障にも影響を与えます。

輸入依存が高まるということなので、やはりエネ

ルギーミックスの多様化をどうやって達成する

のか考えなくてはいけない。また温暖化対策も考

えなくてはいけないのです。 

気候変動対策。再生可能エネルギーをその分使

い影響を減らすということであると思います。使

えば、輸入エネルギーも減るのですが、本格的に

立ち上げるには持続的な投資が必要、送電網の整

備も必要です。送電網も、いろんな風力ですとか

太陽光発電の、ちょっと信頼性が足りない部分も

あるので、それに対応できるようにやらなくては

いけない。ＦＩＴ（固定価格買取）もやる。そして、

それをコスト効果よくやっていかなくてはいけ

ないというのが必須要素になるのだと思います。 

以上が、考慮要因であります。日本は今後、先

頭に立って新しいエネルギー政策を、戦略を講じ

てこられると思いますので、この中でフレキシブ

ルなアプローチをとるということを継続ベース

でレビューをして検討していく。そして政策プロ

グラムがどういう影響を与えるのかを十分留意

して考えることが必要であると思います。数年た

ったら、まず現状チェックをし、必要なところは

修正を加えるということだと思います。 

後は、エネルギー効率についての話ですけれ

ども、日本は必ずリーダーになってくださると確

信しております。エネルギー効率化シナリオの実

現に努力してくださると思います。省エネという

ことで、節電キャンペーンをなさっていると伺っ

ています。エネルギー小国といたしましては、日

本は たるものです。そして省エネ大国でありま

す。それでも努力をなさる。そして、電気自動車

を導入する、といったようなことによって、これ

が要因になって経済を動かしていくこともでき

るわけです。 
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先ほど申しあげたように、日本にとっての 大

のテーマというのは建物なのです。建物でまだま

だ節電、省エネをする余地が残っているというこ

とであります。複数の政策目的もあるでしょう。

エネルギー安全保障、環境対策、経済見通しを上

げる、いろいろある。お金がみんな絡むというこ

とでありますので、このポテンシャルとお金を無

駄にしてはいけないということをアピールして、

終わりたいと思います。ご清聴どうもありがとう

ございました。 

≪質疑応答≫ 

司会 大変貴重なアドバイスがたくさん含ま

れていたと思います。 

これから、皆さんからご質問をいただく前に、

私から 2 問お尋ねをさせていただきたいと思い

ます。 

まず 1 つは、総選挙に向かう日本で、脱原発

(Nuclear phase-out)というか、「脱原発依存」

という言葉を政府は使っていますが、野田首相は

すでに 2030 年代に原発をゼロにしたいというこ

とを表明しました。ただ、日本の 2030 年のエネ

ルギー計画における電力の比率、何に依存するか

ということは決まっていません。 

そういう状況の中で、総合判断として、ファ

ン・デル・フーフェンさんは、日本のこの脱原発

という、野田首相が示したような 2030 年代にゼ

ロにするという考えについては賛成ですか、反対

ですか、理由もあわせてお願いします。 

 

ファン・デル・フーフェン まあ phase-out

なさるのかどうか、これを決めるのは日本ご自身

でございます。日本はいろんなことを勘案すると

いうことだと思います。賛否両論、両方をにらん

で決定を下すということだと思うんです。 

ただ、私のほうからさらなるコメントを申しあ

げたいと思います。読んだものなんですけれども、

いま出ている提案のテキストを拝読いたしまし

た。うまく書かれている、賢く書かれているなあ

と思いました。新政権がこれに明瞭性を与えると

いうことだと思います。今後、新政権で、もっと

はっきりさせるということですよね。これが第一

ステップです。 

それからまた、我々の分析で申しあげましたよ

うに、実は、2012 年の 5 月以降発表された政策

については、まだわかっていないので、全部織り

込み済みではないのですね。古くなった、例えば

原子炉をいつ廃炉させるのか、稼働を続けるのか

どうかということについても、まだ話がまとまっ

ていませんよね。 

我々の新しいポリシーシナリオのもとでは、前

提があるわけです。すべての原子炉で、1990 年

前に建てられたものというのは、40 年たったら

廃炉にするということになっているわけです。そ

して91年以降建てられたものは50年たったら廃

炉する。福島第一、第二というのは結局、もうそ

れ以上は延びないということになるわけです。そ

れから、新増設はもうこれ以上、2035 年以降な

いということで、2つ、島根３号機と大間の原発

がもうすでに建設が進んでいるということ。 

しかし原子炉というのは、実際の話、phase-out

するのは大変なんです。エネルギー安全保障への

影響も考えなければいけない。エネルギー輸入量

も増えてしまうからです。それからまた、ＣＯ2

削減の目標も達成しなくてはいけないというこ

とになるわけです。 

でも、日本の政府の努力は多としております。

新しいエネルギー政策を建てられるわけで、現在

鋭意検討なさっておられる。フレキシビリティー

を持って対応なさっておられるということなの

で、これができるかどうかということは日本の政

府次第ということです。決断するのは日本政府と

いうことです。でも、決定する際においては、ぜ

ひすべての要因を勘案していただきたいと思っ

ております。 

1つ例を挙げたいと思います。再生可能エネル

ギーのことなんですけれども、非常に大きな目標

が設定されていると思います。つまり原子力エネ

ルギーは減らすが需要はあるので、そのギャップ

を埋めるための再生可能エネルギーに、期待が集

まっていると思うんですけれども、考えてみまし

ょう。一方においては、不可能ではない。でも、

すべてのギャップを再生可能だけで埋めていく

のは大変です。 

というのは、いろんな施策をとらなくてはいけ

ないからであります。これは、ＦＩＴ（固定価格

買取）だけでは済まない。送電網も強化しなくて

はいけない。それからまたバックアップとして予

備電力も担保しなくてはいけないのです。大々的

に再生可能エネルギーをお望みのように導入す

るというのであったら、まず送電網をそれなりに

整備しなくてはいけない。日本は南北にわたって

細長いですよね。ですから、送電網を強化すると

いうことはまず 大限重要なのです。風力、太陽

光ですとか、東北でつくったものを需要地に持っ
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ていかなくてはいけないわけでありますから、大

きなハードルがあるわけです。東と西で 50、60

ヘルツの違いがありますよね。これを整備するに

は大きなコストがかかるということであるし、日

本はこういったいろんなことを考えなくてはい

けないということなのです。 

結論として申しあげたいのは、包括的なアプロ

ーチが必要だということなのです。これが日本政

府にとっての非常に大きなチャレンジじゃない

かなというふうに思っています。短期的なことの

みならず長期的なこともあわせて考えなくては

いけないからであります。 

もちろん、エネルギーターミナルなどをつくっ

ておられますよね。この包括的なエネルギー政策

のもとで、前のものから新しいものに移行してい

くということで、何しろ包括的なアプローチが肝

要だと思っております。 

 

司会 そういう包括的なエネルギー政策のア

プローチの 1つの手だてとして、先ほど事務局長

さんご説明いただいた、アメリカのエネルギー革

命、「シェールガス革命」などとも呼ばれていま

すが、そういうものをうまく利用する。化石燃料

だからだめという話ではなく、効率のよいコンバ

インドサイクルのようなテクノロジーと組み合

わせて使えば、原子力発電か、再生可能エネルギ

ーかという二者択一ではなく、化石燃料もまた効

率的な使用をするという前提のもとにうまく組

み合わせていけば、必ずしも原発を減らすと電気

代が高くなるとは決めつけられないのではない

かと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

ファン・デル・フーフェン そのとおりだと思

います。おっしゃるとおりです。ただ、もうちょ

っと付言いたします。そのとおりと言っただけで

は答えとしておもしろくないので。 

確かに、そのとおりなんです。アメリカの「シ

ェールガス革命」というのは大きな影響を出しま

す。影響の 1つは、アメリカ国内においても出て

おります。つまり発電用の電源として石炭が押し

出されているんです。それからまた、ＣＯ2 の削

減について、これが劇的にプラスの形で減ってい

る。それからまたガスの輸出国になれるというこ

となんです。これによって日本にとってチャンス

かという話になるわけです。つまり日本としては

“渡りに船”、もうちょっと輸送のルートですと

か、またどこから輸入するかということ、多角化

できるということであります。 

それからもう 1つ、重要なガスの特徴がありま

す。特にグリーンでやっている人は、ガスはグリ

ーンではないというふうに言っているのですが、

化石燃料の中では もクリーンなエネルギーな

るのです。ですから、ガスは、ある程度グリーン

とクリーンだと言えると思うのです。 

それからまた、利用の仕方にもよるんですけれ

ども、確かに司会者の方がおっしゃるとおりなの

です。技術というのは二者択一ではないのですね。

でも、いまある中で一番いい技術を使うというの

は重要なことだと思います。 

 

質問 今回、アメリカに注目をしていて、2020

年までに 大産油国になるということです。これ

の一番大きな意味合いは何でしょうか。 

別の話で、リンクが石炭と天然ガスの間である

とおっしゃっていました。これは日本にどのよう

なメリットになるのでしょうか。 

グローバルにマーケットが変わることによっ

て、日本にとってもどのようなメリットになるで

しょうか。いま日本は、エネルギーがとても必要

です。 

 

ファン・デル・フーフェン 「シェールガス革

命」の持つ 初の影響というのは、アメリカにお

いては、まず、エネルギー貿易の流れが、地理的

に変わるということなんですね。なぜなら、ずっ

と輸入国であったのが輸出国に転換するのです

から、これは大きな意味があるわけです。で、問

題は、ではガスはどこに行くんだということです。

仕向け先はどこだということです。 

それからまた、アメリカにとって地政学的な影

響はどういうふうになるんだということ。もちろ

ん我々ＩＥＡはエネルギーをやっているわけで、

地政学はもちろんアメリカ自身が決めることと

いうことになるんですけれども。 

第二のご質問は、石炭とガスの話であります。

先ほど申しあげたように、大きなエネルギー需要

がアジアにある。特に中国、インドで。 大の需

要、もしくはだれが供給するかということになる

と、発電についてはガスと石炭ということになる

のです。すべて全量輸入するのか、それともほか

の国が「シェールガス革命」を自分の国で模倣す

るのか、あやかるのかということです。 

シェールガスは、非在来型のガスと呼ばれてい

るわけで、いろんなところに埋蔵があるんです。

220 年、250 年もつとも言われている燃料です。
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一国だけにあるのではない、世界中に散らばって

いる。ということは、どうやってそれを探鉱して

いくのかということになるのです。シェールガス

をみつけて、その他非在来型のガスをみつけて利

用していくかという話になるわけなんです。そし

て環境に悪い影響を与えないように、水供給にも

悪い影響を与えないようにやっていかなくては

いけないということで、そのために、いまある技

術の中で一番いいものを使うというのが大事に

なるのです。 

石炭とガスは、日本の状況にどういうふうに影

響を与えるんでしょうか。ガスについてはもう申

しあげました。石炭のポイントは、どこでも使わ

れているということなのです。使用料も増えてい

るので、石炭絡みの技術、クリーンコール技術で

すとか、ＣＣＳ（二酸化炭素の回収・貯留技術）

ですとか、石炭貯留の話ですとか、こういうもの

がどんどん必要になってくるということになる

のです。 

石炭について、それをやらないと、結局気候変

動にも悪い影響が出るということになる。そして

3.6℃、本当に気温が上昇してしまうということ

になってしまうのです。ですから、石炭はイエス

です。未来はあります。しかしながらクリーンに

しなくてはいけない。それからまた、ＣＣＳもや

らなくてはいけないということになるのです。 

 

質問 「シェールガス革命」で、シェールガス

はどんどんアメリカで掘れる中で、ガスの価格が

下がって、今度はタイトオイル（非在来型の原油）

に流れていくという傾向があります。そうすると、

アメリカから、要はオイルが世界にたくさん流れ

ると供給過剰になって、将来原油が下がるのでは

ないかという見方があるんですが、いまは原油が

高止まりです。この価格が下がるということにつ

いて、事務局長はどうお考えか、お伺いします。 

 

ファン・デル・フーフェン 原油価格、みんな

下がってほしいと思っていらっしゃいますよね。

ぜひそうあってほしいというふうに思っている

のです。でも、だれが実現してくれるんでしょう

か。マーケットです。マーケットのファンダメン

タルズが決める。そして需給が決まってくるので

す。これが 1つです。 

このほかにも、価格についてはいろんな側面が

もちろんあります。例えば、期待も大きな要素に

なるんですね。国民が何を未来に期待しているか、

期待感、それからリスクプレミアムも物を言うわ

けです。イランの状況がどういうふうになるんだ

ろうということであります。現在、100 万バレル

以上の日量のイランは、その分マーケットに石油

が入ってきてないということです。ですから、期

待というのも大きな要素になるということであ

ります。 

そして、多くの消費者は、実は年初から対策を

とっているわけです。そして、中国においてもほ

かの国においても、備蓄も増やしています。また、

フローティングクルード（浮上式貯油）というの

があるんですね。沖合で、船舶に石油を貯めてい

るのです。ということで、供給を考えると、いま

はマーケットに十分あるということです。しかし

ながら、これをもうちょっと低価格ということで

反映したらうれしいですよね。 

前段の部分について「シェールガス革命」、ア

メリカの状況についての話なんですけれども、お

っしゃったとおりです。ガスだけではなくて、タ

イトオイルの話もあるわけです。そして、現時点

においては大体ドライガスということです。こっ

ちのほうが掘り出しにくいのです。これが価格に

影響を与えるということです。乾性ガス。 

それからまた、石油が余ってしまうのではない

かとおっしゃいましたよね。ただ、特に新興市場

国からの、大きな需要の増加があるわけです。で

すから、本当にあり余るほど石油があるかという

ことになると、それは現状に照らし合わせて考え

ると、現実の話としては難しいかなと思います。

もちろん短期的な視点も重要なんですけれども、

しかしながら、長期的な視点も欠かせないという

ことです。そのために投資もやらなくてはいけな

いということです。 

1つ、昨年の展望を引いて申しあげたい。中東

に対して投資が十分行かないときはどうしよう、

油田が枯渇したらどうしようというシナリオで

す。こういうふうになってしまうと価格にもちろ

ん影響が出ます。というのは、原油が市場に来る

分が量として減るからです。 

それから、非ＯＰＥＣ諸国については、石油生

産は増えるであろうということ。その分リスクは

減るということですので、これは相つながり合っ

た世界にとっていいことだと思います。 

 

質問 非常に基本的な質問ですが、日本では、

電力の送電を交流でやっていますけれども、交流

送電と直流送電の効率の違いとかというのはあ

るんでしょうか。 
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ファン・デル・フーフェン 私の同行者にお願

いしたいと思います。ブロムヘッドさんが専門家

なので。ただ、日本にとっての 大の問題という

のは、送電網、運輸系ですとか、また送配電系を

持っておられますけれども、これをぜひ 21 世紀

に対応できるようなものにしていただきたいと

いうことです。これがチャレンジの 1つだと思い

ます。 

 

ブロムヘッド では、私の追加発言なんですけ

れども、明らかに太陽光発電ですとか、これはど

うしてもＤＣ（直流）からＡＣ（交流）に変えな

くてはいけないわけです。それなりにコストがか

かる。太陽光発電を使う場合ということで、いま

それしか申しあげられないんですけれども。 

 

質問 ＩＥＡは、第一次オイルショックの後に

ＯＥＣＤの下にできた組織ですが、いまや 大の

エネルギー消費国は中国であって、ＯＥＣＤ加盟

国ではないし、一方で、石油が多い国を中心とし

たエネルギーセキュリティを懸念していたアメ

リカが、エネルギー自給に向かいつつあるという

こと。そうすると、これはＩＥＡという組織にど

ういう影響なり変化をもたらすんでしょうか。 

 

ファン・デル・フーフェン とっても興味深い

質問をいただきました。私の未来がどうなるかと

いう話ですよね。ＩＥＡの未来がかかっているお

話なので、指摘していただいてどうもありがとう

ございます。 

2 点申しあげたいことがあるんですけれども、

現時点においては、28 の加盟国がＩＥＡにいる

んです。もしメンバーになりたいという国があれ

ば、もちろんＯＥＣＤのメンバーにならなくては

いけない。これが第一点です。中国はまだＯＥＣ

Ｄのメンバーではないのです。ロシアもメンバー

ではない。インドも違う。インドネシアも違う。

南アフリカも、ブラジルもそうではない。だから、

ＩＥＡのメンバーではない。メキシコはメンバー

だけれども、彼らは彼らなりの問題があるという

ことで、大きなエマージング諸国、特にエネルギ

ー大量消費国は、実はＩＥＡのメンバーではない

のです。 

だからこそ、我々は大きな力点を置いて、政府

なり、企業なり、非ＯＥＣＤ諸国との交流を深め

ているのです。現時点においてＩＥＡは、もちろ

ん加盟国がありますけれども、準加盟国を募って

いるのです。そして、準加盟国というのが、いま

申しあげた予備軍であるということです。エネル

ギー安全保障というのは、供給を確保する、アク

セス可能に、持続可能にしなくてはいけない。気

候変動の問題もあるので。本当に真の意味でエネ

ルギー安全保障を加盟国のために果たしたいの

であれば、もちろん当然非ＯＥＣＤ諸国の事情も

留意しなくてはいけないということであります。

今様の世界においては、非ＯＥＣＤ諸国が大きな

影響を加盟国のエネルギー安全保障にもたらす

からです。 

いろいろ行政上の理由があってまだメンバー

にはなれない国々であるので、いろいろできるだ

け緊密にコンタクトはとっているつもりです。 

 

司会 時間が参りましたので、今回はこれで終

わりにしたいと思います。 

また来年もエネルギー・アウトルックのときの

記者会見を予約といいますか、お願いをいたしま

す。どうもありがとうございました。 

 

（文責・編集部）
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背景背景

 エネルギーシステムの根幹が変容している

 一部諸国における石油及びガス生産の復活

 一部諸国における原子力からの撤退の動き

 エネルギー効率に関する政策強化の兆し

 原油価格の高止まりが世界経済のブレーキに

 天然ガス価格の乖離が欧州（米国の5倍相当の価格で推移）及びアジア（同8
倍）に影響

 持続不可能なエネルギーシステムを示す兆候がいまだ残っている

 2011年の化石燃料向け補助金が、中東・北アフリカを中心に世界で30％近く増
加し、5230億ドルに

 再エネ産業が課題を抱える一方、二酸化炭素排出量は過去最大

 新たな国際的取り組みに関わらず,いまだ13億人に電力が行き渡らず
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新興国の動向が新興国の動向が
世界のエネルギー市場を左右世界のエネルギー市場を左右

世界の一次エネルギー需要におけるシェア

中国、インド、中東の生活水準向上に支えられ、
世界のエネルギー需要は 2035年までに 1/3以上増加
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日日本の電源構成: 再生可能エネルギーと
エネルギー効率化が主導
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日本の電源構成

原子力縮小の穴を埋めるのは、再生可能エネルギー（水力含む）の
３倍増、LNGの引き続き高い輸入依存、そしてエネルギー効率化
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米国における石油・ガス状況の変容米国における石油・ガス状況の変容

米国における石油・ガス生産（ 1980年-2035年）

非在来型石油・ガス生産の急増が及ぼす影響は、米国内にとどまらない
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イラクの石油生産は急拡大へイラクの石油生産は急拡大へ

イラクの石油生産量

イラクは 2035年までの世界の石油生産の増加量の 45％を占め、
2030年代までには、ロシアを抜き世界第 2位の石油輸出国へ
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中東の石油がアジアへ中東の石油がアジアへ::
新たなシルクロード新たなシルクロード

中東からの石油輸出（仕向け地域別）

2035年までに、中東産石油の 90％近くがアジアへ輸出される。
北米の純輸出地域としての台頭がこの東方シフトを加速
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天然ガス天然ガス: : 
グローバル化した市場に向けてグローバル化した市場に向けて

非在来型ガス及び LNGの供給増により、取引の流れの多様化が促され、
在来型ガス供給者や石油リンクの価格メカニズムに変化の圧力

2010年現在のガス貿易の主な流れ2035年時点のガス貿易の主な流れ
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石油・ガスの輸入依存度：石油・ガスの輸入依存度：
地域間で異なる趨勢地域間で異なる趨勢

多くの国で石油・ガスの輸入依存が増す方向にあるなか、

石油及びガスの輸入依存度（純ベース）
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新興国の需要により、世界の電力需要は 70％増加し、
新規発電設備の半分を再生可能エネルギーが占める

2010年から2035年における発電量の変化
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再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの
多様な便益はコストを伴う多様な便益はコストを伴う

再生可能エネルギー向け補助金は 2011年に 880億ドルに上り、
2035年までに必要とされる 4.8兆ドルのうち半分以上は、既存のあるいは2020年の目

標に必要とされるプロジェクト向けにすでに決まっている
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地域により差異の大きい電力価格地域により差異の大きい電力価格

電力価格は上昇の見込み。
EUや日本で最も高い水準が続き、比べて中国や米国はかなり低い推移となる

2035年における家庭用電力平均価格

5

10

15

20

25

中国 米国 EU 日本

セント/kWh

2011年
非OECD 平均

2011 年
OECD 平均



© OECD/IEA 2011 

2010

水の供給制約が高まり、水の供給制約が高まり、
エネルギーの「喉が渇いて」きているエネルギーの「喉が渇いて」きている

エネルギー部門における水の需要が高まり、エネルギープロジェクトの査定において
水がますます重要な評価基準となってくる
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エネルギー効率エネルギー効率: : 
大きな機会が未実現のまま大きな機会が未実現のまま
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経済性のあるエネルギー効率ポテンシャルの 2/3が
2035年まで手つかずのまま

部門別のエネルギー効率化余地の実現率（新政策シナリオ）
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エネルギー効率化シナリオエネルギー効率化シナリオ: : 

経済的に実現可能な効率化策だけで、2035年までのエネルギー需要の増加分を半
減させうる。石油消費の削減量はロシアとノルウェー 2国の現生産量に匹敵

シナリオ別一次エネルギー需要
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エネルギー効率化がもたらす経済的恩恵エネルギー効率化がもたらす経済的恩恵

エネルギー支出を平均 20％削減する効果に加え、エネルギー効率化は、特に
インド、中国、米国及び欧州にとって、さらに広範な経済的恩恵をもたらす

2010年から2035年までのエネルギー関連支出の増加分
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発電部門

産業部門

運輸部門

その他

政策への余地

エネルギー効率化シナリオはエネルギー効率化シナリオは
炭素の「ロックイン」を遅らせる炭素の「ロックイン」を遅らせる

エネルギー効率化により、温度上昇を 2度に抑える過程上、許容可能な二酸化炭素
排出量のロックインを先延ばしできる可能性がある。2017年と予測されているこの時

期を 2022年まで延ばすことで、5年の時間を稼ぐことができる
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エネルギーシステムの根幹が変容しているエネルギーシステムの根幹が変容している: : 
日本へのインプリケーション日本へのインプリケーション

 石油貿易の流れがアジアへと方向を変えるなか、エネルギー安
全保障が引き続き日本にとっての優先事項となる

 脱原発依存の計画は、日本の経済およびエネルギー安全保障
の面に影響を与え、また地球温暖化対策の目標をより困難なも
のとする

 再生可能エネルギーの導入拡大には、持続的な助成と大規模
なグリッド投資を要する

 日本はエネルギー効率化シナリオの実現に指導的役割を果たし
うる




