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3.11 後のエネルギー政策の方向性 

井上 桃佳 

 

はじめに 

 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降、日本のエネルギー政策1は大きな転換点を迎え

ようとしている。震災による福島第一原子力発電所事故を受け、世論が脱原発に大きく傾いてい

るからである。高い技術力を持ち、世界で唯一の被爆国でもある日本の原子力発電施設が事故を

起こしてしまったことの意味は大きく、ヒロシマ・ナガサキと並んでフクシマとまで語られる程、

世界に衝撃を与えた。2011 年 4 月上旬にはドイツが脱原発を表明し、同年 6 月にはイタリアで

国民投票が行われ、原発の再開計画が否決された。日本でも脱原発依存を支持する声は多い。で

は原子力発電をやめたとして、その穴を埋め得る発電方法とは何か。本稿では安全で安定的なエ

ネルギー供給を検討し、これからの日本がとるべきエネルギー政策について考察する。 

 

第一節 日本のエネルギー供給の現状 

 

1.1 東日本大震災が与えた原子力発電への影響 

 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は、日本における観測史上 大の規模であ

るマグニチュード 9.0 を記録し、震源域が広範囲であったことに加え、大規模な津波を伴ったこ

とから、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした2。地震と津波による

被害を受けた東京電力福島第一原子力発電所では、1～5 号機が全交流電源喪失状態3に陥り、非

常用炉心冷却装置による注水ができなくなったため、1～3 号機の炉心溶融（メルトダウン）を

引き起こした。地震発生当時、1～3 号機は運転中、4～6 号機は定期検査中であった4。翌 3 月

12 日に 1 号機において、同 14 日に 3 号機において、同 15 日に 2 号機と 4 号機において水素爆

発とみられる爆発が発生した。このため、汚染水の滞留・外部流出が確認され、発電所内施設の

損傷に留まらず、環境中に大量の放射性物質が放出された。国際原子力事象評価尺度5による暫

                                                           
1 日本のエネルギー政策は「電気事業法」「ガス事業法」「石油業法」という 3 業法を束ねたエネルギー事 
業者施策である。飯田（2011）p.69. 

2 経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書 2011』p.8. 
3 全交流電源喪失（Station Blackout／SBO）：外部電源系が喪失した後、外部電源系の復旧及び非常用ディ

ーゼル発電機の起動・継続運転にも失敗し、発電所内の全交流動力電源が喪失すること。環境省原子力

規制委員会 原子力施設事故・故障検討会 全交流電源喪失事象検討ワーキンググループ「（案）全交流

電源喪失事象について」
http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/zenkouryu_WG/zenkouryu_WG007/houkoku007.pdf 

4 経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書 2011』p.10. 
5 国際原子力事象評価尺度（International Nuclear Event Scale：INES）とは、原子力発電所における故障、卜 
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定評価（4 月 12 日付）は、 悪のレベル 7（深刻な事故）である。同レベルの原子力事故は、1986

年 4 月 26 日にソビエト連邦（現ウクライナ）で起きたチェルノブイリ原子力発電所事故以来 2

例目である6。 

2011 年 3 月 11 日までは、表 1 に示す通り、日本では 17 ヶ所の原子力発電所で 54 基の発電用

原子炉が稼働していた7。震災当時、既に廃炉されていた原子力発電施設はふげん、東海原発、

浜岡原発 1 号機及び 2 号機の計 4 基であった。震災後は新たに福島第一原発 1～4 号機が廃炉と

なり、稼働できる原子炉は 50 基となった。しかし表 2 に示す通り、2012 年 5 月 5 日～6 月 30

日までは、全原発が何らかの理由により停止されていた。2012 年 7 月 1 日には、2011 年 3 月 18

日から定期検査のため停止されていた大飯原発 3 号機が起動され、2012 年 7 月 18 日には、2011

年 7 月 22 日から定検停止されていた大飯原発 4 号機が起動された。これは原発再稼働問題とし

て取り沙汰されたが、2013 年 1 月 25 日現在もこの 2 基だけは運転を続けている8。 

 

1.2 原子力発電をめぐる震災後の動き 

 

「これからの日本の原子力政策として、原発に依存しない社会を目指すべきと考えるに至りま

した。つまり計画的、段階的に原発依存度を下げ、将来は原発がなくてもきちんとやっていける

社会を実現していく。これがこれから我が国が目指すべき方向だと、このように考えるに至りま

した」（2011 年 7 月 13 日菅直人内閣総理大臣記者会見9） 

中長期的には原発依存度を可能な限り減らすという方向性は、既に国民の間で共有されつつあ

る10。2012 年 6 月 29 日に行われたエネルギー・環境会議では、野田佳彦内閣総理大臣より、2030

年のエネルギー構成についての 3 つのシナリオが示された11。すなわち、2030 年時点の原発依存

度を基準にした「ゼロシナリオ」「15 シナリオ」「20～25 シナリオ」の 3 つである。 

 

                                                                                                                                                                          
ラブル、事故などに関する国際的に共通の評価尺度である。国際原子力機関（IAEA）と経済協力開発機 
構・原子力機関（OECD/NEA）の協力により制定された。 
高度情報科学技術研究機構（RIST）『原子力百科事典』 

 http://www.rist.or.jp/atomica/ 
6  電気事業連合会『原子力・エネルギー図面集 2012 年版』p.5-7-1 

http://www.fepc.or.jp/library/pamphlet/zumenshu/pdf/all.pdf 
7  日本原子力産業協会（JAIF）「日本の原子力発電の概要」を元に作成。 

http://www.jaif.or.jp/ja/joho/press-kit_nuclear-power_japan.pdf 
ふげん・もんじゅのデータは福井原子力センター「原子力情報・データ」 
http://www.athome.tsuruga.fukui.jp/nuclear/information/faq_01/q_01.html 
各所在地は Wikipedia『日本の原子力発電所』 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A% 
9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80 

8  関西電力「発電状況とモニタリング」 
http://www1.kepco.co.jp/gensi/monitor/live_unten/u_real.html 

9  首相官邸「菅総理の演説・記者会見等」 
http://www.kantei.go.jp/jp/kan/statement/201107/13kaiken.html 

10 内閣官房国家戦略室「話そう、エネルギーと環境のみらい」 
http://www.sentakushi.go.jp/intro/ 

11 官邸かわら版「様々な声に耳を澄ます（2012 年 7 月 11 日）」 
http://kawaraban.kantei.go.jp/2012/07/11blog.html#more 
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表 1：日本の原子力発電施設 

 

会社名 発電所名 ナンバー 営業運転開始 営業運転停止 所在地

ふげん ― 1979年3月 2003年3月29日

もんじゅ ― 建設中 ―

東海 ― 1966年7月 1998年3月31日

東海第二 ― 1978年11月 ―
1号機 1970年3月 ―
2号機 1987年2月 ―

1号機 1989年6月 ―
2号機 1991年4月 ―
3号機 2009年12月 ―

1号機 1984年6月 ―
2号機 1995年7月 ―
3号機 2002年1月 ―

東通 ― 2005年12月 ― 青森県下北郡東通村

1号機 1971年3月 2012年4月19日
2号機 1974年7月 2012年4月20日
3号機 1976年3月 2012年4月21日
4号機 1978年10月 2012年4月22日
5号機 1978年4月 ―
6号機 1979年10月 ―
1号機 1982年4月 ―
2号機 1984年2月 ―
3号機 1985年6月 ―
4号機 1987年8月 ―
1号機 1985年9月 ―
2号機 1990年9月 ―
3号機 1993年8月 ―
4号機 1994年8月 ―
5号機 1990年4月 ―
6号機 1996年11月 ―
7号機 1997年7月 ―

1号機 1976年3月 2009年1月30日
2号機 1978年11月 2009年1月30日
3号機 1987年8月 ―
4号機 1993年9月 ―
5号機 2005年1月 ―

1号機 1993年7月 ―
2号機 2006年3月 ―

1号機 1970年11月 ―
2号機 1972年7月 ―
3号機 1976年12月 ―
1号機 1974年11月 ―
2号機 1975年11月 ―
3号機 1985年1月 ―
4号機 1985年6月 ―
1号機 1979年3月 ―
2号機 1979年12月 ―
3号機 1991年12月 ―
4号機 1993年2月 ―

1号機 1974年3月 ―
2号機 1989年2月 ―

1号機 1977年9月 ―
2号機 1982年3月 ―
3号機 1994年12月 ―

1号機 1975年10月 ―
2号機 1981年3月 ―
3号機 1994年3月 ―
4号機 1997年7月 ―
1号機 1984年7月 ―
2号機 1985年11月 ―

東京電力

中部電力

北陸電力

は2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震及び津波の影響（被害）を受けたもの

川内

島根

関西電力

中国電力

四国電力

九州電力

日本原子力
研究開発機構

福井県敦賀市

茨城県那珂郡東海村

福井県敦賀市

北海道古宇郡泊村

宮城県牡鹿郡女川町

日本原子力
発電株式会社

北海道電力

東北電力

浜岡

志賀

美浜

高浜

大飯

伊方

玄海

敦賀

泊

女川

福島第一

福島第二

柏崎刈羽

島根県松江市

愛媛県西宇和郡伊方町

佐賀県東松浦郡玄海町

鹿児島県薩摩川内市

福島県双葉郡双葉町

福島県双葉郡楢葉町

新潟県柏崎市

静岡県御前崎市

石川県羽咋郡志賀町

福井県三方郡美浜町

福井県大飯郡高浜町

福井県大飯郡おおい町

 

（出所）脚注 7 を参照。 
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表 2：日本の原子力発電施設の稼働状況 

 

会社名 発電所名 ナンバー 2011年3月11日の運転状況 2012年8月31日の運転状況

ふげん ― ― ―
もんじゅ ― ― 試運転停止中（1995/12/8～）

東海 ― ― ―
東海第二 ― 運転中 定検停止中（2011/5/21～）

1号機 定検停止中（2011/1/26～） 定検停止中（2011/1/26～）

2号機 運転中 定検停止中（2011/8/29～）

1号機 運転中 定検停止中（2011/4/22～）

2号機 運転中 定検停止中（2011/8/26～）

3号機 定検の調整運転中 定検停止中（2012/5/5～）

1号機 運転中 定検停止中（2011/9/10～）

2号機 定検の起動中 定検停止中（2010/11/6～）

3号機 運転中 定検停止中（2011/9/10～）

東通 ― 定検停止中（2011/2/6～） 定検停止中（2011/2/6～）

1号機 運転中 ―
2号機 運転中 ―
3号機 運転中 ―
4号機 定検停止中 ―
5号機 定検停止中 定検停止中

6号機 定検停止中 定検停止中

1号機 運転中 停止中

2号機 運転中 停止中

3号機 運転中 停止中

4号機 運転中 停止中

1号機 運転中 定検停止中（2011/8/6～）

2号機 点検停止中（中越沖地震後） 点検停止中（中越沖地震後）

3号機 点検停止中（中越沖地震後） 点検停止中（中越沖地震後）

4号機 点検停止中（中越沖地震後） 点検停止中（中越沖地震後）

5号機 運転中 定検停止中（2012/1/25～）

6号機 運転中 定検停止中（2012/3/26～）

7号機 運転中 定検停止中（2011/8/23～）

1号機 ― ―
2号機 ― ―
3号機 定検停止中（2010/11/29～） 定検停止中（2010/11/29～）

4号機 運転中 定検停止中（2012/1/25～）

5号機 運転中 定検停止中（2012/3/22～）

1号機 機器取替停止中（2011/3/1～） 定検停止中（2011/10/8～）

2号機 定検停止中（2011/3/11～） 定検停止中（2011/3/11～）

1号機 定検停止中（2010/11/24～） 定検停止中（2010/11/24～）

2号機 運転中 定検停止中（2011/12/18～）

3号機 運転中 定検停止中（2011/5/14～）

1号機 定検停止中（2011/1/10～） 定検停止中（2011/1/10～）

2号機 運転中 定検停止中（2011/11/25～）

3号機 運転中 定検停止中（2012/2/20～）

4号機 運転中 定検停止中（2011/7/21～）

1号機 定検の調整運転中 定検停止中（2010/12/10～）

2号機 運転中 定検停止中（2011/12/16～）

3号機 運転中 運転中

4号機 運転中 運転中

1号機 定検停止中（2010/11/8～） 定検停止中（2010/11/8～）

2号機 運転中 定検停止中（2012/1/27～）

1号機 運転中 定検停止中（2011/9/4～）

2号機 運転中 定検停止中（2012/1/13～）

3号機 運転中 定検停止中（2011/4/29～）

1号機 運転中 定検停止中（2011/12/1～）

2号機 定検停止中（2011/1/29～） 定検停止中（2011/1/29～）

3号機 定検停止中（2010/12/11～） 定検停止中（2010/12/11～）

4号機 運転中 定検停止中（2011/12/25～）

1号機 運転中 定検停止中（2011/5/10～）

2号機 運転中 定検停止中（2011/9/1～）

九州電力

玄海

川内

柏崎刈羽

中部電力

北陸電力 志賀

浜岡

は定検停止の後に再稼働となったもの

島根

伊方

泊

敦賀

女川

中国電力

四国電力

東京電力

福島第一

福島第二

日本原子力
研究開発機構

日本原子力
発電株式会社

北海道電力

東北電力

は震災以後に稼働停止しているもの

は震災以前に稼働停止しているもの

大飯

高浜

美浜

関西電力

 

（出所）脚注 7 を参照。
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 「ゼロシナリオ」とは、2030 年までのなるべく早期に原発比率ゼロを目指すものである。核

燃料サイクル政策に関しては、使用済核燃料を直接処分する政策を採用する。 終的には再生可

能エネルギーと化石燃料からなるエネルギー構成にすることを掲げる。 

「15 シナリオ」とは、原発依存度を着実に下げ 2030 年に 15%程度としつつ、化石燃料依存度

の低減、CO2削減の要請を円滑に実現することを目指すものである。核燃料サイクル政策につい

ては再処理・直接処分がありうる。原子力、再生可能エネルギー、化石燃料を組み合わせて活用

することを掲げる。 

「20～25 シナリオ」とは、緩やかに原発依存度を低減しながら、一定程度維持し 2030 年の原

発比率を 20～25%程度とするもので、原子力発電の新設、更新が必要となる。核燃料サイクル

政策については、再処理・直接処分がありうる。化石燃料依存度の低減と CO2 排出量の削減を

より経済的に進めることを掲げる。他のシナリオよりも原子力及び原子力行政に対する国民の強

固な信認が前提となる。 

いずれのシナリオにおいても、2010 年よりも①原発依存度を減らす②化石燃料依存度を減ら

す③再生可能エネルギーを 大限引き上げ、省エネルギーを進める④CO2排出量を削減すること

を前提としている。2010 年における日本のエネルギー供給はどのような内訳になっていたのか

については、次項にて確認する。 

政府は 3 つのシナリオに関して国民的議論を開始し、その上でエネルギー選択及びそれと表裏

一体の地球温暖化国内対策に関して責任を持って結論を出すとし12、「エネルギー・環境の選択

肢に関する意見聴取会」と「エネルギー・環境の選択肢に関する討論型世論調査」を実施した。

その結果、2012 年 9 月 14 日に行われたエネルギー・環境会議において、政府はゼロシナリオを

可能とするようあらゆる政策資源を投入し、その過程において安全性が確認された原発は重要電

源として活用することを決定した13。 

しかし 2012 年 12 月 16 日に行われた第 46 回衆議院議員総選挙において民主党から自民党へと

政権が移ったことにより、エネルギー政策の方向にも変化が予想される。新たに首相となった安

倍晋三内閣総理大臣は「まずは半年間において、原子力規制委員会において厳しいルールをつく

っていく。これは安全が第一でありますから、その精神のもとに厳しいルールをつくり、そして

3 年間において、稼働すべきかどうかという判断を進めていくと同時に、再生可能エネルギーな

ど、そうした分野における開発、またイノベーションを進めてまいります。そうした中において、

10 年間でベストミックスを考えていくという基本的な考え方であります」とした。（2012 年 12

月 26 日安倍内閣総理大臣就任記者会見14） 

 

 

                                                           
12 内閣官房国家戦略室「話そう、エネルギーと環境のみらい」 

http://www.sentakushi.go.jp/scenario/ 
13 内閣官房国家戦略室『革新的エネルギー・環境戦略』 

http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20120914/20120914_1.pdf 
14 首相官邸「記者会見」 

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2012/1226kaiken.html 
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1.3 日本の電力供給の内訳 

 

図 1 によると、2010 年の電力供給は電源別では火力発電が も多く、天然ガス（LNG）によ

るものが 27.2％、石炭によるものが 23.8％、石油等によるものが 8.3％であった。1973 年と 1979

年にオイルショックを経験したため、石油による火力発電は意外と少ないのが特徴である。次い

で原子力発電が 30.8％、一般水力発電が 7.8％、揚水式水力発電が 0.9％、新エネルギー等発電が

1.2％を占めている。 

揚水式水力発電とは、夜間など電力需要が少ない時間帯の余剰電力を利用して、下部貯水池か

ら上部貯水池へ水を汲み上げておき、電力需要が大きくなる時間帯に上池から下池へ水を落とす

ことで発電する方式である。揚水発電を一般水力発電から区別する理由は、水力発電が水の流れ

を利用した定常運転を前提としているのに対し、揚水発電は運転・停止を操作でき、蓄電の役割

も果たしているという違いがあるからである15。 

震災後に注目を集めている新エネルギーによる発電は、太陽光・風力などを全て合わせても

1％と、かなり少ない。 

 

図 1：発電電力量の推移（一般電気事業用） 

 

（注）71 年度までは 9 電力会社計。 

（出所）経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書 2011』 

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/2-1-4.html 

 

 以上より、日本の電力供給は火力 6 割、原子力 3 割、水力・新エネ 1 割という内訳になってい

たことが分かった。震災後、原発停止の穴を埋めたのはいうまでもなく火力発電であるが、その

                                                           
15 今泉（2012）p.163. 
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原料となる石油・石炭・天然ガスは、資源に乏しい日本では輸入に頼らざるを得ない。原子力を

輸入と考えた場合の日本のエネルギー自給率はわずか 4％に留まる16。すなわち、化石燃料やウ

ランなど、96％は輸入モノなのである。新興国のエネルギー需要の増大により、これらの資源は

獲得競争が激化しており、安定したエネルギー供給源とするには不安が残るといえる。 

 

1.4 日本の電力供給の歴史 

 

1950 年代まで、日本の電力供給の柱は水力発電であった。いわゆる「水主火従」の時代であ

る。戦後の復興が本格化する中で右肩上がりに伸び始めた電力需要を賄うため、全国各地で水力

発電の開発が行われた。中でも有名なのが関西電力の黒部川第 4 発電所の開発である。1956 年

に始まったダムの建設工事は大変な難工事で、多くの犠牲者を出した。後に石原裕次郎主演で「黒

部の太陽」という題名で映画化され、戦後の復興の象徴とされた。 

しかしその後、石油を燃料とする火力発電の導入が全国的に進み、水力発電は電力供給の主役

の座から離れることとなる。発電電力量で火力発電が水力発電を上回ったのは 1962年のこと17で、

以降も火力発電所は増加を続け、「火主水従」の時代を迎える。原子力発電は 1966 年に東海原発

（日本原電）が、1970 年に敦賀第一原発（日本原電）と美浜第一原発（関西電力）が運用開始18

（表 2 参照）して以来、増加を続けていた。 

原子力開発は 1954 年 3 月に中曽根康弘氏らが原子力研究開発予算を国会に提出したのが始ま

りとされる。翌年末に原子力基本法が成立し、「民主・自主・公開」の「原子力三原則」を方針

とする原子力利用の大綱が定められた。基本法の成立を受けて 1956 年 1 月 1 日に原子力委員会

が設置され、同年 5 月 19 日には科学技術庁が発足。同年に日本原子力研究所（現独立行政法人

日本原子力研究開発機構19）が特殊法人として設立され、翌 57 年には電気事業連合会20と電源開

発株式会社21の出資で日本原子力発電株式会社22が設立された。1974 年に田中角栄首相（当時）

の下で電源開発促進税とそれを特別会計とする交付金制度（電源三法交付金）が整えられた。こ

れは原発立地を受け入れる自治体に対する強烈な「アメ玉」で、これによって原発立地が加速さ

                                                           
16 今泉（2012）p.19. 
17 木舟（2011）p.20. 
18 日本原子力産業協会（JAIF）「日本の原子力発電の概要（2012）」 

http://www.jaif.or.jp/ja/joho/press-kit_nuclear-power_japan.pdf 
19 日本原子力研究開発機構（JAEA）：旧日本原子力研究所（JAERI）と旧核燃料サイクル開発機構（JNC） 

を統合し 2005 年に発足。高速増殖炉（もんじゅ）の研究開発を行っている。 
http://www.jaea.go.jp/ 

20 電気事業連合会（電事連）：日本の電気事業を円滑に運営していくことを目的として、1952 年に全国 9 
つの電力会社によって設立。2000 年 3 月に沖縄電力が加盟。 
http://www.fepc.or.jp/about_us/outline/index.html 

21 電源開発株式会社（J パワー）：1952 年、電源開発促進法に基づき国策会社として設立、その後民営化 
された。 

 http://www.jpower.co.jp/ 
22 日本原子力発電株式会社（日本原電）：1957 年、民間の原子力発電専業会社として設立。日本初の商業 

用原子力発電所である東海第一原発を建設した。 
http://www.japc.co.jp/ 
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れた23。 

 

電源三法交付金 

電源三法は以下の 3 つの法律から成り立っている。第一に、電力会社から税金を徴収する「電

源開発促進税法」である。電源開発促進税は 1kWh あたり約 0.4 円（東京電力管内の標準的な家

庭の場合、年間約 1300 円の負担24）が電気料金に上乗せされ、全ての需要家が広く負担してい

る25。第二に、これを歳入とする特別会計を設ける「電源開発促進対策特別会計法」である。第

三に、この特別会計から発電用施設周辺地域において、公共用施設の整備や住民生活の利便性向

上のための交付金を地方公共団体に交付する「発電用施設周辺地域整備法」である。具体的には、

電力会社の販売電力に対し電源開発促進税を賦課し、これを財源とした交付金を発電所設置市町

村および周辺市町村に配布するものである26。 

電源三法交付金制度は「札束で迷惑施設を押し付ける」と反発を受けており、原発が立地する

地方公共団体を交付金に深く依存する財政体質にしてしまい、原発の恩恵がなければ行政サービ

スの遂行がままならないとまで指摘されている27。 

都会で消費する電力を賄うべく原発が立地する周辺地域に交付金が割り当てられる様は、地方

交付税の交付にも似ている。参考までに、地方交付税交付金の不交付団体と原発立地の地方公共 

 

表 3：地方交付税交付金不交付団体のうち原発を擁するもの 

 

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

不交付団体数 計152団体 計75団体 計59団体 計55団体

不交付団体のうち、 北海道泊村 北海道泊村 北海道泊村 北海道泊村

原子力発電施設があるもの 青森県東通村

宮城県女川町 宮城県女川町 宮城県女川町 宮城県女川町

茨城県東海村 茨城県東海村 茨城県東海村 茨城県東海村

新潟県刈羽村 新潟県刈羽村 新潟県刈羽村 新潟県刈羽村

福井県敦賀市

福井県おおい町 福井県おおい町 福井県おおい町

静岡県御前崎市 静岡県御前崎市 静岡県御前崎市 静岡県御前崎市

佐賀県玄海町 佐賀県玄海町 佐賀県玄海町 佐賀県玄海町

計9団体 計6団体 計7団体 計7団体  
     （出所）総務省 報道資料より作成  

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html 

『平成 21 年度 不交付団体の状況』http://www.soumu.go.jp/main_content/000032095.pdf 

『平成 22 年度 不交付団体の状況』http://www.soumu.go.jp/main_content/000075077.pdf 

『平成 23 年度 不交付団体の状況』http://www.soumu.go.jp/main_content/000124636.pdf 

『平成 24 年度 不交付団体の状況』http://www.soumu.go.jp/main_content/000169057.pdf 

                                                           
23 飯田・佐藤・河野（2011）pp.18,19. 
24 文藝春秋編（2011）p.406. 
25 木舟（2011）p.60. 
26 渋谷博史編（2011）p.61. 
27 木舟（2011）p.60. 
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団体（計 17 団体）がどの程度一致するのかを表にした。2009 年度は全 152 団体中の 9 団体、2010

年度は全 75 団体中の 6 団体、2011 年度は全 59 団体中の 7 団体、2012 年度は全 55 団体中の 7

団体となっている。 

 

第二節 電気事業をめぐる制約と課題 

 

2.1 同時同量の原則に縛られる電力供給システム 

 

電力供給を考える上で外すことのできない重要な考え方が、同時同量の原則である。これは電

気の持つ「保存が利かず作り置きできない」という性質に起因する。電気エネルギーは他のエネ

ルギーに変換しない限り貯蔵することができない。よく耳にする蓄電とは、電気エネルギーを化

学エネルギーとして保存する蓄電池や、位置エネルギーとして保存する揚水発電のことを指し、

どちらも電気エネルギーをそのまま在庫として貯蔵しているわけではない。更にいえば、電力系

統（発電・送電・配電）全体で利用できるような大容量の蓄電は未だに実現されていない。した

がって、例えばある時刻に 700W の電力が必要なドライヤーを使いたい場合には、その時刻にき

っかり 700W の電力を発電して送り届ける必要がある。 

電力消費量に対して発電電力量が多いと周波数が上昇し、少ないと下降する28。電力の需給バ

ランスが崩れ、周波数が大きく乱れると停電が起きてしまう。たとえ周波数の乱れがわずかであ

っても、半導体などの精密品を扱う工場では製品の質に影響が出る29。そのため、時々刻々と変

化する管内の電力消費に発電電力量が常に一致するように発電機を動かし、同時同量を守ること

が電力会社にとって 大の使命であるといえる。同時同量を達成するためにはピーク時の需要量

を予測し、長期計画に基づいて発電所を建設し、送電線を引き変電設備を整えて、電力供給の体

制を整えておく必要がある。一般に、発電所や送電線の建設には用地買収を含めると 10 年単位

の時間がかかる30。 

 

2.2 周波数によって分断される東西電力 

 

電気には直流と交流の 2 種類がある。直流とは電圧が常に一定の電気であり、電極のプラスと

マイナスが固定され、電流は常に同じ方向に流れる。交流とは一定の周期で電圧が変化する電気

であり、電極のプラスとマイナスが入れ換わり、電流の流れる方向も入れ換わる。周波数とはプ

ラスとマイナスが入れ換わる周期を表す31。50Hz は 1 秒間に 50 回、60Hz は 1 秒間に 60 回入れ

換わることを示す。日本では静岡県の富士川から新潟県の糸魚川あたりを境にして、東側（北海

道・東北・東京電力）が 50Hz、西側（中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄電力）が 60Hz

                                                           
28 今泉（2012）p.10. 
29 木舟（2011）p.78. 
30 今泉（2012）p.12. 
31 木舟（2011）p.114. 
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の交流を採用している32。周波数に差が生じた原因は電力事業が始まった明治時代まで遡る。全

国各地に中小の電力会社が乱立していた当時、東日本で勢いのあった東京電燈（後の東京電力）

はドイツのアルゲマイネ社から火力発電機を輸入し、西日本で勢いのあった大阪電燈（後の関西

電力）はアメリカのゼネラルエレクトリック社から火力発電機を輸入した。その結果、東日本は

欧州と同じ 50Hz、西日本はアメリカと同じ 60Hz の周波数となった。 

このため、東日本と西日本の間で電気の融通をするには周波数変換所が不可欠である。周波数

変換所は、周波数の変わり目である中部電力と東京電力の供給エリアの間に、長野県新信濃変電

所（東京電力所有）、静岡県東清水変電所（中部電力所有）、静岡県佐久間変電所（電源開発所有）

の 3 か所が存在するが、合計 100 万 kW というごく少量の容量であり、あくまで非常用という位

置づけにある。 

国内周波数の統一はこれまでにも検討されてはいたが、コスト面から実現できないでいる。資

源エネルギー庁の試算によると、50Hz 地域（東日本）を 60Hz に変更する前提で考えた場合、

電気事業者側のみでも総額 10 兆円の設備交換費用がかかり、統一まで 40 年の期間が必要になる

33。 

 

2.3 発電から送電・配電までの流れ 

 

「発電」とは発電所で電気を作ることを指す。発電所の建設や石炭・天然ガスなどの燃料の調

達もここに含まれる。 

「送電」とは発電所から末端の配電用変電所まで電気を送ることを指す。発電所で作られた電

気は送電線に流れ込み、それが時には長い距離を運ばれる。その際、送電ネットワーク全体で発

電量と消費量が一致するよう常に監視していなければならない。送電ネットワークを保有・運用

するのが送電の工程である。 

「配電」とは配電用変電所から消費者までの流れを指し、小売りを含む。電気料金の回収や個

人・企業へのオール電化営業もこの工程に含まれる34。 

発電所で作られ送電線で運ばれてくる電気は交流である。送電に直流と交流のどちらを使うか

については、19 世紀末にトーマス・エジソンとジョージ・ウェスティングハウスの間で大論争

され、 終的にウェスティングハウスが勝利し、今日の交流の電力システムが構築された35。送

電に交流が採用されたのは、変圧させることが容易であるというメリットのためである。 

発電されたばかりの大きな電力を送るには「送電電力＝送電電圧×送電電流」という大前提に

                                                           
32 中部電力「電気のマメ知識 地域と周波数」 

http://www.chuden.co.jp/ryokin/information/chishiki/mame_area/index.html 
33 経済産業省 総合資源エネルギー調査会総合部会 電力システム改革専門委員会地域間連系線等の強化 

に関するマスタープラン研究会（第 2 回）,2012 年 3 月 7 日, 配布資料 3「50Hz と 60Hz の周波数の統一 
に係る費用について」 
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/sougou/chiikikanrenkeisen/002_03_00.pdf 

34 木舟（2011）p.164. 
35 今泉（2012）p.158. 
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より、「低電圧×大電流」か「高電圧×小電流」のいずれかの組み合わせになる。送電能力は電圧

の 2 乗に比例36し、送電途中のロスは電流の 2 乗に比例して大きくなる37ことから、小電流を高

電圧で送り、消費地に一番近い変電所や電柱の柱上変圧器で電圧を下げ、供給する方法が経済的

であるとして一般化した。発電所で作られたばかりの電気は数千 V～2 万 V の間なので、発電所

に併設された変電所で 27.5 万 V～50 万 V という超高電圧に昇圧する。送電されてきたそのまま

の電圧では一般企業や一般家庭には扱えないため、消費されるまでに変電所を何カ所か経由し降

圧する。消費者の直前である配電用変電所では 6600V にまで降圧され、電柱の柱上変圧器で 100V

か 200V にされ配電される38。 

一般的な家庭用交流電源は 100V で、大きなエアコンや電気給湯機、クッキングヒーターなど

は 200V の電圧が使われている39。他の国の標準電圧は、アメリカが 120/240V、欧州が 230/400V

である40。「電力（W）＝電圧（V）×電流（A）」であるため、電圧・電流が高い方がより早く

同じ仕事をこなすことができる。日本の一般的な家庭での契約アンペア数は 30～50A である。

この上限を超えると、強制的に電気の使用を遮断される。いわゆるブレーカーが飛んだ状態であ

る。契約アンペア数は電力会社との契約を見直すことで上げることができる。基本使用料はその

分高くなるが、ブレーカーが飛ぶリスクは小さくなる。 

一方、パソコンやテレビなど電化製品のほとんどは直流の電気で動いている。屋内のコンセン

トから流れてくる電気は交流であるから、機器に流れ込む前に直流に変換する必要がある。その

変換機器が AC-DC アダプターである。AC（Alternating Current）は交流、DC（Direct Current）

は直流の略である41。 

 

2.4 串刺し型の電力系統による弊害 

 

電力系統（Electric Power System の和訳）とは、発電から配電までの全体をシステムとして捉

えた言葉である。構成要素には「発電設備」、送電線や変電所などの「流通設備」、末端で電力を

消費する「負荷」がある。電力系統は多数の発電設備、多数の流通設備、膨大な数の負荷が接続

されている巨大なネットワークであり、電力会社はこの巨大なシステムをコントロールしている。

しかし、想定外の事象が起こると連鎖的にコントロールが利かなくなり、広域の停電が発生する

ことがある。とはいえ日本は世界的に見て停電が少なく、電力系統の精度が非常に高いといわれ

てきた42。一般家庭一軒当たりの年間事故停電時間は、アメリカ（カリフォルニア）417 分、ア

メリカ（ニューヨーク）23 分、イギリス 76 分、フランス 62 分、ドイツ 17 分、日本 14 分とな

                                                           
36 木舟（2011）p.72. 
37 今泉（2012）p.13. 
38 木舟（2011）p.102. 
39 電気事業連合会「電気のいろいろ」 

http://www.fepc.or.jp/enterprise/souden/denki/index.html 
40 木舟（2011）p.102. 
41 木舟（2011）p.114. 
42 今泉（2012）p.15. 
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っている43。東日本大震災以降の発電電力量が不足する事態は極めて例外的だといえる。 

電力系統のうち、送電ネットワークの形状は国や地域によって異なっている。日本の送電ネッ

トワークは「串刺し型」と呼ばれる形状をしている。日本では国土が細長く、北海道電力から九

州電力までほぼ一直線に並んでいることと、隣接した電力会社同士は原則的に一点でのみ連系し

ていることから、必然的に串刺し型となる。その特徴は、近隣国のネットワークとは繋がってい

ないこと、沖縄を除いたすべての地域は送電線で繋がっていることである。 

串刺し型連系のメリットとしては、個々の電力会社の系統が切り分けられているため、それぞ

れの維持管理がやりやすいということが挙げられる。隣接する電力会社の系統の影響をほとんど

受けず、自社管内にのみ集中できるからである。反対にデメリットとしては、電力不足などの問

題が起こった時に隣接した電力会社以外からの電力融通を受けにくいということが挙げられる

44。 

これは戦後日本の電力産業構造である「9 電力体制（沖縄返還後は、沖縄を含めて 10 電力体

制とも呼ばれる）」に起因する。地域別の 9 つ（あるいは 10）の電力会社が発電・送電・配電す

べてを手掛ける垂直統合型の事業体制で、それぞれの供給エリア内では独占的に電気事業を行う

ことが認められていた45。電力各社は自社供給エリア内の需要は自前の供給設備で賄うことが原

則だったため、連系線と呼ばれる各社の供給エリアを結ぶ送電線の容量も、30 万～500 万 kW と

それほど大きくない46。連系線を通して恒常的に大量の電気をやり取りすることは想定されてい

なかったからである。 

連系線の容量を増やすべきという主張は、2007 年の新潟県中越沖地震で東京電力の柏崎刈羽

原発が全基停止した際にも、供給安定性向上の観点から議論が起きかけた。しかし、増強に要す

る莫大な費用を考えると、自社管内に火力発電所を建設した方が安上がりだという電力会社の主

張が通り、容量は小さいままに留まった47。 

図 2 にある発電設備容量とは、火力・水力・原子力などの設備を 100％稼働させた場合に発電

できる 大量のことであり、過去 大電力実績とは、実際に今までに一番多く必要だった電力量

である。言い換えると、発電設備容量は供給可能な 大量であり、過去 大電力実績は実際に需

要された 大量である。図 2 に示した過去 大電力実績が発生した日時を見てみると、北海道は

2010 年 1 月 12 日、東北は 2010 年 8 月 5 日、東京は 2001 年 7 月 24 日、中部は 2007 年 8 月 21

日、北陸は 2010 年 8 月 5 日、関西は 2001 年 8 月 2 日、中国は 2007 年 8 月 17 日、四国は 2008

年 8 月 4 日、九州は 2008 年 8 月 1 日、沖縄は 2009 年 8 月 3 日である48。60 年という長期の記録

でありながら、どれも 2000 年代に過去 大実績があることから、電力需要は増加傾向にあるこ 

 
                                                           
43 電気事業連合会「電気事業の現状 2011」 

http://www.fepc.or.jp/library/pamphlet/pdf/genjo2011.pdf 
44 今泉（2012）p.16. 
45 木舟（2011）p.74. 
46 経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書 2010』p.20. 図：第 111-2-7「連系線と運用容量」 
47 木舟（2011）p.76. 
48 電気事業連合会「電気事業 60 年の統計 8 大電力」 

http://www.fepc.or.jp/library/data/60tokei/index.html 
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図 2：10 電力会社別、2010 年度までの過去 大電力実績（発受電端）と 

2010 年度の発電設備容量（認可 大出力）と連系線 

 

（出所）経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書（2010）』p.20 の 

図：第 111-2-7 を元に作成。 

白地図は大日本図書 

http://www.dainippon-tosho.co.jp/sho/rika/support/illust-planet.html 

データは電気事業連合会「電気事業 60 年の統計」 

http://www.fepc.or.jp/library/data/60tokei/index.html 

 

とが分かる。 

図 2 に示した発電設備容量のうち、原子力と地熱・風力・太陽光を取り出したものを図 3 に示

した。一番差の大きい東京電力を例に挙げると、原子力発電容量が 1731 万 kW であるのに対し、

自然エネルギー発電容量はわずか 0.4 万 kW である。東日本大震災以降、期待のかかる新エネル

ギー発電と、全廃すら訴えられている原子力発電には大きな差があることがわかる。 

更に、この 2 つの図を使って全原発を停止した場合の影響、すなわち原発停止の穴を割り出し

てみる。発電設備容量から原子力発電容量と過去 大電力実績を引くと、北海道は-44 万 kW、 
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図 3：10 電力会社別、2010 年度の電源別発電設備容量（認可 大出力） 

 

 

（出所）経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書（2010）』p.20 の 

図：第 111-2-7 を元に作成。 

白地図は大日本図書 

http://www.dainippon-tosho.co.jp/sho/rika/support/illust-planet.html 

データは電気事業連合会「電気事業 60 年の統計」 

http://www.fepc.or.jp/library/data/60tokei/index.html 

 

東北は-163 万 kW、東京は-1662 万 kW、中部は+124 万 kW、北陸は+58 万 kW、関西は-795 万 kW、

中国は-158 万 kW、四国は-105 万 kW、九州は-264 万 kW である（沖縄はそもそも原発がないた

め除いた）。原発を停止しても穴が発生しないのは、中部・北陸電力管内のみである。 

 

 

 

 

 

   

   

※地熱・風力・太陽光の合計 
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2.5 6 種類の事業者による日本の電気事業 

 

日本の電気事業法はどのような事業者がどんなサービスを提供できるのかを細かく規定して

いる。この項ではその分類を確認する。 

 

一般電気事業者 

北海道電力から沖縄電力まで、いわゆる電力会社と呼ばれる存在が一般電気事業者である。企

業や個人世帯など「一般顧客」に対して配電網を設置して電力を供給できるのは一般電気事業者

だけである。一般電気事業者には地域における独占的な営業が認められる代わりに、管内のすべ

ての一般顧客に対して安定供給を行う責任が課されている。電気料金は、特別高圧と呼ばれる大

口契約から電灯と呼ばれる個人世帯用小口契約に至るまで、認可制となっている。一方で、総括

原価方式によって、事業に必要なすべての費用に妥当な利益を加味した電気料金とすることが認

められている49。 

 

卸電気事業者 

200 万 kW 以上の発電設備を持ち、一般事業者に対して電力の卸売りをする事業者が卸電気事

業者である。電源開発株式会社（J パワー）と日本原子力発電株式会社（日本原電）の 2 社のみ

該当する。J パワーは水力発電で 860 万 kW、火力発電で 841 万 kW、その他地熱発電所も保有

し、全体でいくつかの電力会社を上回る発電容量となっている。日本原電はその名の通り原子力

に特化した卸電気事業者で、東海第二発電所（110 万 kW）と敦賀発電所（2 基で 151 万 kW）を

運用している50。 

 

卸供給事業者（IPP） 

独立発電事業者（Independent Power Producer／IPP）とも呼ばれる卸供給事業者は、自ら発電

所を所有し、小売りは行わず電力会社に対して卸売を行う事業者のうち、上記の卸電気事業者よ

りも規模の小さい事業者である。ただしその規模には条件があり、10 年以上の期間に渡って

1000kW 以上を供給できる、あるいは 5 年以上に渡って 10 万 kW 以上を供給できる事業者に限

られる。その多くは自家発電設備を持つメーカーである。今後、再生可能エネルギー発電ビジネ

スに参入する企業の多くは、卸供給事業者として事業を展開することになるだろう51。 

 

特定規模電気事業者（PPS） 

特定規模電気事業者（Power Producer and Supplier／PPS）とは、1990 年代から 2000 年代半ば

にかけて行われた電力自由化のうち、小売りの自由化を担う事業者である。経産省に PPS 登録

                                                           
49 今泉（2012）p.45. 
50 今泉（2012）p.49. 
51 今泉（2012）p.46. 
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している事業者は 45 社（2011 年 6 月時点）52で、商社系やガス会社系の事業者が活躍している53。

詳しくは第四節で述べる。 

 

特定電気事業者 

再開発地区のような特定の区域に限定して電力供給を行うのが特定電気事業者である。該当す

るのは 5 社で、六本木ヒルズで自家発電設備を備え、六本木ヒルズに入居する企業や個人世帯に

対して電力サービスを行っている森ビル系の六本木エネルギーサービス（株）が有名である。停

電がないようにバックアップ電源を備え、万一の事を考えて東京電力の系統とも連系している。

東日本大震災後の計画停電の際には、同社が東京電力に電力を融通したことでも話題となった54。 

 

特定供給事業者 

特定供給事業者は、上記の「区域」よりももっと狭い区分、すなわち特定の建物や工場施設な

どに対して電力を供給する事業者である。自家発電設備を持つ大手メーカーが同じ敷地に存在し

ている子会社に対して供給するケースが該当する55。 

 

第三節 新しい電源構成を考える 

 

発電には、火力発電、原子力発電、水力発電、新エネルギー（バイオマス発電、地熱発電、風

力発電、太陽光発電など）といった種類がある。この節では、各電源の種類や特徴、メリット・

デメリットを整理し、その上で新しい電源構成を検討する。 

 

3.1 電源のベストミックス 

 

1970 年代のオイルショックにより中東産石油依存の弊害を痛感した日本は、その後電源の「ベ

ストミックス」の考え方を採り入れ、従来の石油・石炭に天然ガス（LNG）と原子力を加えた 4

つのエネルギー源をバランスよく運用する政策をとってきた56。ベストミックスとは、電源を大

きく「ベース電源」「ミドル電源」「ピーク電源」の 3 種類に分け、それぞれに 適な電源を割り

振ることである。 

「ベース電源」には発電コストが安く、一度稼働させたらノンストップで動かすのが合理的な

電源が割り当てられる。様々な電源がある中で、ベース電源には原子力が適当だと考えられた。

原発は出力の増減が困難なため、需要の少ない深夜でも同一出力で発電を続けねばならず、電力

が余らないようにするために深夜料金割引制度やオール電化住宅、揚水発電が考案された。 

                                                           
52 木舟（2011）p.168. 
53 今泉（2012）p.46. 
54 今泉（2012）p.46. 
55 今泉（2012）p.46. 
56 今泉（2012）p.19. 
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「ピーク電源」は電力消費がピークになる時間帯に、停電などの事態を引き起こさないために

やむを得ず動かす性格が強い電源である。高コストの石油や他の火力・揚水式水力・貯水式水力

などが該当する。 

「ミドル電源」は需要が減る深夜からピーク時までを繋ぐため、日中に焚く電源が該当する。

火力のうちでも比較的低コストの天然ガス（LNG）が主である。 

以上の電源を時間帯に応じて組み合わせて動かすことにより、日本の電力消費が賄われてきた

57。資源小国であることを考えると、全体的にコストバランスの良いベストミックスだったとい

える。しかし震災後、日本の発電の 3 割を担ってきた原子力が揺らぎ、ベース電源喪失の可能性

が出てきた。ベース電源を原子力からシフトさせる必要があるのだが、24 時間ノンストップで

稼働させることが合理的な低コストの電源にはどのようなものが考えられるのだろうか。ひとつ

ひとつ確認していく。 

 

3.2 原子力発電 

 

原子力発電とは、核分裂によって生じるエネルギーで水を沸騰させ、発生した蒸気でタービン

を回し電気を作るもので、国内で生産される電力の 30%を賄っていた。標準的な原発 1 基の発

電容量は 100 万 kW である58。原子力発電所で使用されるウラン燃料は、直径・高さ共にわずか

1cm しかないが、その大きさで約 2500kWh の電気を作るだけのエネルギーを持つ。これは、平

均的な一般家庭が使用する電気の 8～9 月分に相当する59。他のエネルギー源に比べ、桁違いに

大きいエネルギー密度である。100 万 kW 規模の発電所を例にとると、原子力発電では 初の年

で 90～120t のウラン（以降は 20～30t）が必要であるが、重油火力では毎年約 150 万 kl、石炭火

力なら毎年約 280 万 t 必要である60。したがって、少量の資源で長期間エネルギーを生産するこ

とができ、安定したエネルギーの供給が行えるのが特徴であり、発電時に CO2 や NOX、SOX な

ど61を排出しないのがメリットである。 

反対に、大きなデメリットは放射性物質であるウランを原料としていることである。発電の結

果、必然的に生ずる高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のゴミ」の処分方法を定めないまま発

電を開始し、そして今日に至るも 終処分方法が定まっていないことを揶揄して「トイレのない

マンション」といわれる62。地中や海底に埋める処分や、再処理してもう一度燃料として使用す

るプルサーマル利用などが考案されてはいるものの、立地問題など課題は山積みである。 

                                                           
57 今泉（2012）pp.19,20. 
58 今泉（2012）p.26. 
59 木舟（2011）p.46. 
60 高度情報科学技術研究機構（RIST）『原子力百科事典』 

http://www.rist.or.jp/atomica/ 
61 CO2（二酸化炭素）、NOX（ノックス，窒素酸化物）、SOX（ソックス，硫黄酸化物）：化石燃料を燃や 

すと排出される物質。窒素酸化物は光化学スモッグの原因物質であり、硫黄酸化物と同様に酸性雨の原

因にもなっている。  環境情報センター『環境用語集』 
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 

62 環境情報センター『環境用語集』 
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 
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原子力発電関連施設は NIMBY（ニンビー、Not In My Back Yard）といわれる。「（必要なのは

わかるけど）自分の裏庭ではやらないで」という意味の英語からきている言葉で、産業廃棄物処

理施設やし尿処理場などのいわゆる迷惑施設全般を指す63。原子力発電施設が老朽化や地震で壊

れて放射性物質が漏出すると、その周辺地域の土壌・大気が汚染され、生物が住むことできない

場所になってしまう。特に地震の多い日本で原子力発電をすることは、原爆を抱えているに等し

いと考えることもできる64。通常に想定される原子力発電所の寿命は 40 年である65。表 1 の営業

運転開始時期を見ると、2013 年で 40 年を超える原発は、既に廃炉されたものを除くと敦賀原発

1 号機、美浜原発 1 号機及び 2 号機の計 3 機である。 

 

放射性物質 

よく耳にする放射性物質と放射線、放射能の違いはなんなのだろうか。懐中電灯に例えると、

「懐中電灯」は「光」を出す「発光能力」を持ったものであり、「放射性物質」は「放射線」を

出す「放射能」を持ったものであるといえる66。「光」を出すと「懐中電灯」の電池がなくなり

「発光能力」が弱くなっていくように、「放射線」を出すと「放射性物質」の「放射能」が弱く

なっていく。また、「懐中電灯」から離れると「光」が弱くなるように、「放射性物質」から離

れると「放射線」も弱くなる。 

原子力基本法に定められる放射線とは、電磁波（光子）または粒子線のうち、直接又は間接に

空気を電離する能力を持つものをいう。放射線の特徴には、大きく分けて①透過作用（物質を通

り抜ける）、②電離作用（物質を構成している原子や分子を電離させる）、③蛍光作用（一部の

物質に当たると蛍光を発する）、④感光作用（フィルムを感光させる）の 4 つがある67。特に重

要なのは②であり、DNA を直接傷付けるなど生体破壊作用を持つ。放射線は②を持つか否かで

大別され、一般に放射線という場合には前者を指す。 

 

・放射線┬電離性放射線……α・β・γ・Ｘ線、高エネルギーの紫外線 
    └非電離性放射線…赤外線、電話・テレビ・レンジの電波、太陽光線68 

・自然界に存在する放射性物質：ウラン、ラドン、ラジウム、カリウム 

・人工69の放射性物質：プルトニウム、ヨウ素、セシウム、ストロンチウム70 

                                                           
63 環境情報センター『環境用語集』 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 
64 原子爆弾：広島に投下された原爆「リトルボーイ」は濃縮ウランを使ったもので、長崎に投下された原 

爆「ファットマン」はプルトニウムを使ったものである。ウラン、プルトニウムは核分裂が起こりやす 
い原子の代表である。  高度情報科学技術研究機構（RIST）『原子力百科事典』 
http://www.rist.or.jp/atomica/ 

65 飯田（2011）p.25. 
66 エネルギー総合研究所「新・？を！にするエネルギー講座」 

http://www.iae.or.jp/energyinfo/ 
67 原子力安全研究協会「緊急被ばく医療研修のホームページ」 
 http://www.remnet.jp/index.html 

68 放射線科学センター「放射線の種類」  
http://rcwww.kek.jp/kurasi/page-32.pdf 

69 人工とは、天然では産出しないという意味。原子力発電をすると必ず人工の放射性物質が生成される。 
70 日本分析センター『日本の環境放射能と放射線』「環境放射能用語集」
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炉心溶融と水素爆発が起きる仕組み 

 

図 4：                     図 5： 

 

（出所）『日本経済新聞』2011 年 3 月 12 日 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGG1201N_S1A310C1GX1000/ 

 

まず原子炉の構造を見る。炉心は、核燃料（燃料棒）、制御棒、冷却材（減速材）で構成され

る。燃料棒とは、ジルコニウム合金製の容器に燃料ペレットを数百個積み重ねて入れたものを指

す。燃料ペレットとは、低濃縮の二酸化ウランを粉末状にして成型し、磁器のように焼き固めた

ものである。原子炉の安全設計にある多重防護が「五重の壁」といわれるのは、燃料ペレット、

燃料被覆管、原子炉圧力容器、原子炉格納容器、原子炉建屋（外部遮蔽コンクリート）で放射線

を遮蔽しているからである71。 

制御棒とは中性子を吸収する機能を持つ棒で、制御棒を引き抜くと核分裂が活発になる。 

冷却材（減速材）とは核分裂によって放出された中性子（光の約 10 分の 1 の速さで飛ぶ）を

減速させる機能を持つもので、減速させることによって核分裂の連鎖が起きる。減速材の種類に

よって原子炉は区分され、チェルノブイリ原発は黒鉛を使用し、福島第一原発は水を使用してい

る72。 

炉心溶融や水素爆発は次のような流れで起こる。まず圧力容器内で冷却水の水位が下がり、炉

                                                                                                                                                                          
http://www.kankyo-hoshano.go.jp/kl_db/servlet/yg_s_select 
71 木舟（2011）p.52. 
72 木舟（2011）p.48. 

燃料棒(核燃料)の構造 

 

        燃料ペレット 

 

 

         燃料被覆管 
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心が水中から露出すると、燃料が高温になり融ける。これが炉心溶融である。ここで冷却が不十

分だと、更に炉心の構造物の破壊と落下が起こる。被覆管に含まれるジルコニウムという金属が

高温の水蒸気と反応し、生成された水素が酸素と反応して、水素爆発が起こるのである73。 

 

核融合炉 

核融合反応により発生するエネルギーを、利用しやすい熱や電力に変換する施設を核融合炉と

いう。核融合炉は核分裂炉に比べ原子炉の暴走もなく、放射能の生成も非常に少なく安全性が高

いと考えられている74が、現時点では理論的な可能性に留まり、実用化は困難であるといわれる

75。2005 年より、フランスのカダラッシュにて ITER 計画が進められている。ITER（イーター）

とは、国際熱核融合実験炉を意味する。ITER 計画は、平和目的の核融合エネルギーが科学技術

的に成立することを実証するために、人類初の核融合実験炉を実現しようとする超大型国際プロ

ジェクトである。2019 年の運転開始を目指し、日本・欧州連合（EU）・ロシア・米国・韓国・

中国・インドの 7 カ国により進められている76。 

 

3.3 火力発電 

 

火力発電とは、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料を燃やして発生した熱エネルギーを電気

エネルギーに転換する仕組みで、国内で生産される電力の 60%を賄っている主力の発電方法で

ある。燃料の量を調節することでエネルギー消費量の多い時間帯に合わせて発電量を変えること

ができるのが大きなメリットである。デメリットとしては、化石燃料を使用しているため資源の

枯渇と常に隣り合わせであることや、地球温暖化の原因である温室効果ガス77の 1 つである CO2

や大気汚染の原因である NOX、SOXなどを大量に排出することが挙げられる。 

火力発電にもいくつか種類があるが、 も一般的なのは汽力発電である。化石燃料を燃やした

熱で水を沸騰させ、蒸気を発生させる。その蒸気でタービンを回し、タービンと繋がった発電機

によって電気を作るという仕組みである78。蒸気は冷却することで再び水に戻され、再利用され

                                                           
73 Wikipedia『炉心溶融』 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%89%E5%BF%83%E6%BA%B6%E8%9E%8D#.E8.A2.AB.E8.A6.86.E7. 
AE.A1.E3.81.AE.E6.90.8D.E5.82.B7.E3.80.81.E6.BA.B6.E5.87.BA.E3.81.AA.E3.81.A9.E3.81.AB.E3.82.88.E3. 
82.8B.E6.B0.B4.E7.B4.A0.E3.81.AE.E7.99.BA.E7.94.9F 

74 高度情報科学技術研究機構（RIST）『原子力百科事典』  
http://www.rist.or.jp/atomica/ 

75 環境情報センター『環境用語集』  
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 

76 ITER「ITER って何？」  
http://www.naka.jaea.go.jp/ITER/iter/index.html 

77 温室効果ガス：太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがあるガスのこと。二酸化炭素やメ 
タンなど。温室効果ガスにより地球の平均気温は約 15℃に保たれているが、仮にこのガスがなければ 
-18℃になってしまう。産業革命以降、温室効果ガスの大気中の濃度が人間活動により上昇し、温室効

果が加速され、海面上昇や旱魃などを引き起こす地球温暖化として問題視されている。  環境情報セン

ター『環境用語集』  
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 

78 木舟（2011）p.22. 



3.11 後のエネルギー政策の方向性 

 25

る。火力発電所が海の近くに建設されることが多いのは、冷却に海水を使うためである。他に、

蒸気ではなく高温のガスでタービンを回し、電気を作るガスタービン発電もある。蒸気タービン

を動かすための 適な蒸気の温度は 550℃で、これはちょうど発電用ガスタービンの排熱の温度

である79。したがって、発電用ガスタービンを動かした排熱で蒸気を発生させ、蒸気タービンに

送り発電機を動かすと、発電効率が極めて高くなる。このように、蒸気タービンとガスタービン

の 2 つを組み合わせたものはガスコンバインドサイクル発電という。 

 

化石燃料 

化石燃料とは、石油・石炭・天然ガスなど、地中に埋蔵されている再生産のできない有限性の

燃料資源のことである。石油はプランクトンなどが高圧によって変化したもの、石炭は数百万年

以上前の植物が地中に埋没して炭化したもの、天然ガスは古代の動植物が土中に堆積して生成さ

れたものというのが定説である80。化石燃料は有限の資源であるため、可採年数（ratio of Reserves 

to production，R/P ratio）がしばしば取り沙汰される。可採年数とは、ある年の年末の確認埋蔵量

（reserves：R）をその年の年間生産量（production：P）で除した数値のことで、その生産量では

あと何年生産が継続できるかを示す指標である81。エネルギー白書にも利用されている、イギリ

ス 大の石油会社である BP（British Petroleum）が発表している統計によると、2010 年末時点の

世界の可採年数は石油 46.2 年、石炭 118 年、天然ガス 58.6 年である82。ただし注意しなければ

ならないことは、新しい油田・炭田・ガス田の発見によって確認埋蔵量は増加し、生産によって

減少する他、原油価格の上昇や開発技術の向上によって拡大する可能性を秘めており、また生産

量も年々変化するので、この値がそのまま寿命を示すとは一概にいえないということである。 

2010 年末における地域別確認埋蔵量のシェアを次頁以降の図 6～8 に示した。石油確認埋蔵量

のシェアは 54.4％を中東が占めており、次いで中南米が 17.3％、欧州・ユーラシアが 10.1％、北

米が 9.5％となり、かなり偏りがある。石炭確認埋蔵量のシェアは 35.4％を欧州・ユーラシアが

占めており、次いでアジア・太平洋が 30.9％、北米が 28.5％となり、偏りがある。天然ガス確認

埋蔵量のシェアは 40.5％を中東が占めており、次いで欧州・ユーラシアが 33.7％で、やはり地域

偏向性がみられる。 

加えて、世界の確認埋蔵量における OECD 諸国の占めるシェアを記しておくと、石油 6.6％、

石炭 44.0％、天然ガス 9.1％である。石炭の 5 割、石油・天然ガスの実に 9 割が先進国以外に存

在しているということである。これは比較的情勢の安定しない国々に輸入を依存せざるを得ない

という、エネルギーの供給安定性（安全保障）に問題があることを示す。2013 年 1 月 16 日には、

北アフリカのアルジェリア東部でイスラム武装勢力が英BPなどが運営するガス関連施設を襲撃

                                                           
79 今泉（2012）p.133. 
80 環境情報センター『環境用語集』  

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 
81 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）『石油・天然ガス用語辞典』 

http://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl 
82 BP（2011）BP Statistical Review of World Energy June 2011 pp.6,20,30 

http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_r
eview_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf 
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し、現地で働く日本人らが拘束された83。襲撃に遭ったプラント大手日揮の日本人社員 17 人の

うち、10 人が犠牲となった84。犠牲者には日揮の元副社長で現 高顧問の新谷正法氏や BP の副

社長カルロス・エストラダ氏が含まれる85。 

 

 

図 6：石油確認埋蔵量のシェア 

 

5.4%
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（出所）BP（2011）p.6 より作成 

 

 

 

図 7：石炭確認埋蔵量のシェア 
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（出所）BP（2011）p.30 より作成 

 

                                                           
83 『日本経済新聞』2013 年 1 月 17 日 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM16081_W3A110C1MM8000/ 
84 『日本経済新聞』2013 年 1 月 24 日 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDC2400Y_U3A120C1MM8000/ 
85 『日本経済新聞』2013 年 1 月 24 日 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG24020_U3A120C1CC0000/ 
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図 8：天然ガス確認埋蔵量のシェア 
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（出所）BP（2011）p.20 より作成 

 

 

化石燃料といえば、環境負荷についても議論の的になる。燃焼した際に排出される SOX、NOX、

CO2を比較すると、図 9 のようになる。 

 

図 9：排出量比較 

 

 
（出所）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）「天然ガス基礎講座」 

http://www.jogmec.go.jp/recommend_library/jnewsweb/contents1_02.html 

 

石炭を燃やした時に発生する SOX、NOX、CO2を 100 とすると、石油は 70、70、80 で、天然

ガスは 0、40、57 となり、化石燃料の中では天然ガスが もクリーンであるといえる。先述した

ガスコンバインドサイクル発電には天然ガスが用いられており、非常に効率のよい発電として注

目を浴びている。反対に、石炭は も環境負荷が大きいということになってしまうのだが、比較

的価格が安定している上、可採年数が も大きいというメリットがある。 

そこで、この欠点を克服するクリーン・コール・テクノロジー（CCT）と呼ばれる技術の研究

開発が行われている。石炭をガス化して燃焼効率を上げたり、排煙の脱硫・脱硝を高度化させた

りする技術の総称である。石炭をガス化することによって石炭版ガスコンバインドサイクル発電

を行おうというもので、石炭ガス化複合発電（IGCC）や、IGCC に燃料電池を組み込んだ石炭
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ガス化燃料電池複合発電（IGFC）といった高効率の発電が実用化に向けて研究されている。更

に、将来的には CO2を回収し地中深く埋める CCS 技術も組み合わされることが期待されている86。 

 

シェールガス革命 

在来型の低コストの方法で産出できる天然ガスに対して、高コストの方法や新技術を使わなけ

れば産出できない天然ガスを非在来型天然ガスという。代表的なものにシェールガス、コールベ

ッドメタン、タイトサンドガスがある87。 

 

図 10：非在来型資源の分布イメージ 

 

（出所）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）「非在来型資源論」 

http://www.jogmec.go.jp/recommend_library/jnewsweb/contents3_02.html 

 

シェールガスとは、頁岩（けつがん、シェール）の中に含まれる天然ガスを指す。頁岩とは泥

土が積み重なって固まったもので、板状に薄く剥がれやすいものをいう。頁岩層に高圧の水を注

入することで岩に亀裂を入れ、含まれている天然ガスが流れるための隙間を作り生産する。頁岩

中に天然ガスが存在することは以前から知られていたが、従来の技術では掘削と生産に要するコ

ストが高くつくことが開発の障害になっていた。水平方向に広がる頁岩層に沿って掘削する水平

坑井技術と、地中で頁岩に亀裂を入れる水圧破砕技術発達が生産コストを減少させ、北米におい

て商業化が可能になった。2011 年時点では、シェールガスの商業生産を行っているのはアメリ

カとカナダのみであり、特にアメリカでの生産量増加が顕著である88。2000 年代に入って減少傾

向にあったアメリカの天然ガス産出が、2010 年から 2011 年にかけて首位のロシアを抜くことと

                                                           
86 木舟（2011）p.24. 
87 今泉（2012）p.126. 
88 経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書 2011』p.46 
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なった。それまで逼迫している感のあったアメリカのエネルギー需給がこれによって緩和され、

シェールガス革命と呼ばれる程であった89。 

ロシアは天然ガスの埋蔵量世界一を誇り、石油も産出量ではサウジアラビアに次ぐ 2 位である。

このエネルギー大国ロシアが隣国ウクライナに対して、天然ガス取引の難しい条件を押し付け、

ウクライナがそれをのまないとパイプライン経由の供給をストップしたことがあった（2006～

2009 年にかけて）。これによりウクライナ経由で供給を受けていた EU でもロシア産ガスの供給

がストップした。こうしたことがあると、ロシアに首の根を押さえ付けられているようなものな

ので、EU としても打開策を見つける必要が出てくる。そこに登場したのがアメリカのシェール

ガスによるロシア首位転落のニュースである。EU ではアメリカにも供給を仰げる可能性が出て

きた他、自国領土でシェールガスが出るのではないかと開発を始める国も出てきた。エネルギー

安全保障上、供給を 1 国に頼らずに済むのは重要なことである。アメリカのシェールガス増産以

降、国際市場では天然ガスの価格が下落傾向にあることも欧州の国々を安堵させている90。 

 

メタンハイドレート 

メタンハイドレートは、天然ガスの原料となるメタン分子の周りを水の分子が取り囲んだ氷状

の固体結晶である。非在来型資源のひとつで、海底下の地層の中に低温高圧の状態で存在し、火

をつけると燃えることから「燃える氷」とも呼ばれている。エネルギー資源に乏しい日本におい

て、メタンハイドレートは日本近海の東部南海トラフ海域だけでも約 1 兆 1400 億㎥（日本の天

然ガス年間消費量の 13.5 年分相当）の存在が確認されており、国産の次世代資源として開発計

画が進められている。メタンハイドレートは将来のエネルギー資源と位置づけられ、2000 年 6

月に経済産業省が「メタンハイドレート開発実施検討会」を開催し、2001 年 7 月にはメタンハ

イドレートを経済的に掘削、生産回収するための「我が国におけるメタンハイドレート開発計画」

が取りまとめられた。2009 年 3 月には「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」が取りまとめら

れ、2009 年度からの第二段階（フェーズ 2）以降における基本的な方針及び計画内容が定められ

た91。安定的かつ経済的な生産方法を確立する上では依然として課題が残されているが、エネル

ギー自給率向上の点からメタンハイドレートに対する期待は高まっている。 

 

3.4 水力発電 

 

水力発電とは、水の流れる勢いを利用してタービンを回して発電する。発電量は全体の 7%と

あまり多くはないが、CO2や廃棄物を生み出すことのない環境に優しい発電システムである。デ

メリットは、一定の水流を保つためにはある程度の落差が必要となるため、人工的にダムを作っ

てより高低差をつける場合があることが挙げられる。ダムを作ることで周辺環境の生態系バラン

スを崩すこと以外にも、水質に影響を及ぼしたり、異常気象による急激な降水量の変化等に対応

                                                           
89 今泉（2012）p.126. 
90 今泉（2012）p.128. 
91 経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書 2011』pp.48,49. 
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できなくなったりしてしまう。 

水力発電には大きく分けて流れ込み式、貯水池式、調整池式、揚水式の 4 種類がある。構造が

も簡単なのが流れ込み式で、河川の途中に発電機を置くだけでできる。基本的に流れが止まら

ない限りは無休で発電し続けるため、発電単価は安い。そのためベース電源として活用されてい

る。残りの 3 方式はいずれも水を貯め込むダムを持ち、需給調整の役割を担っている。調整池式

と比べると、貯水池式の方が比較的大規模である。電力需要が少ない時期に水を溜めておき、需

要が伸びる夏や冬に放出する。調整池式は、溜めこみと放出のサイクルがより短く、夜間や週末

に溜めた水を日中の需要のピーク時に放出する。揚水式もダムに水を貯め込む点では同様だが、

違いは溜めこむ水を下流から電気を使って引き上げることである。上流と下流の 2 つのダムを持

ち、発電所は下流部にある。需要の少ない時間帯に下流から上流に水を引き上げておき、需要の

ピーク時にその水を下流に流しこむことで発電する。他の方式に比べて構造が複雑で建設コスト

がかかるため、発電単価は高くなる。揚水式は原子力発電所とセットで作られることが多い。原

発は安全上、常に出力 100％で運転しており、深夜に電気が余る可能性があるからである92。 

 

小水力発電 

国内の水力発電は、ある程度の規模が見込める地点は既に開発し尽くされたといわれる。そこ

で脚光を浴びることとなったのが、発電能力が小さい小水力発電である。経済性等の観点からこ

れまで開発されてこなかったのが、環境意識の高い自治体や企業が導入する事例が増えている。

過疎化や高齢化に悩む全国の農山村の多くは農商工連携によって地域経済の活性化を模索して

いるが、地産地消のエネルギーであり、地域内で経済循環することが可能な小水力発電は、太陽

光やバイオマスなどと共に地域の貴重な資源として再評価されている93。 

 

3.5 再生可能エネルギー 

 

再生可能エネルギーとは、自然エネルギーとほぼ同義で、有限で枯渇の危険性を有する石油・

石炭などの化石燃料や原子力と対比して、自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネ

ルギーの総称である。具体的には、太陽光や太陽熱、水力（ダム式発電以外の小規模なものを言

うことが多い）や風力、バイオマス（持続可能な範囲で利用する場合）、地熱、波力、温度差な

どを利用した自然エネルギーと、廃棄物の焼却熱利用及び発電などのリサイクルエネルギーを指

し、いわゆる新エネルギーに含まれる94。 

新エネルギーとは、1997 年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」

において「新エネルギー利用等」として規定されており、「技術的に実用化段階に達しつつある

が、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために

                                                           
92 木舟（2011）p.18. 
93 木舟（2011）p.132. 
94 環境情報センター『環境用語集』  

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 
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特に必要なもの」と定められている。そのため、実用化段階に達した水力発電や地熱発電、研究

開発段階にある波力発電や海洋温度差発電は、自然エネルギーであっても新エネルギーには指定

されていない。具体的には、太陽光発電・太陽熱利用・風力発電・温度差エネルギー・廃棄物発

電・廃棄物熱利用・廃棄物燃料製造・バイオマス発電・バイオマス熱利用・バイオマス燃料製造・

雪氷熱利用・クリーンエネルギー自動車・天然ガスコージェネレーションのことである95。 

化石燃料など高度成長期を支えたエネルギー源が、枯渇によるエネルギー危機、燃料中に含ま

れる窒素・硫黄などの化学変化による汚染物質の排出（NOx・SOx）、二酸化炭素の排出による

地球温暖化、また大規模水力発電による流域の自然破壊や生態系への影響、さらに原子力発電に

おいても安全性や核廃棄物の処理問題などさまざまな問題を抱えることから、エネルギーの安定

供給や環境負荷低減などの観点から開発が進められてきた96。 

 

風力発電 

風力発電は、風の力を利用して風車を回して発電する。風のエネルギーの 40％が電気エネル

ギーに変換でき、風の強さが 2 倍になると風力エネルギーは 8 倍になる97。CO2を排出しないた

め環境に優しく、また風が吹く場所なら世界中どこでも、昼夜を問わず発電できるのがメリット

である。デメリットは、風が吹かないと発電できないことと、逆に台風のような強風では壊れて

しまうことがあること、また野鳥などが羽根部分にぶつかってしまうバードストライクがあるこ

とである。したがって、設置する場所が限られ、供給は不安定である。国内の風力発電の累計設

備導入量は 2010 年度末で 244 万 kW であり、2000 年時点ではわずか 14 万 kW であったのが右

肩上がりに伸び続けている98。 

風車には水平軸風車と垂直軸風車の 2 種類がある。風車が地面に対して垂直に回るのが水平軸

風車で、地面に対して並行に回るのが垂直軸風車である。日本で も普及しており、一般に風力

発電として認識されているのが水平軸風車であるプロペラ型で、海岸線や山の稜線に沿って何十

基も並んでいるのを見たことがある人も多いのではないだろうか。高速で回転するのが特徴で、

発電効率がよく、設備の大規模化に向いている。一方で、騒音や振動が大きいという欠点もある。 

四方を海に囲まれた島国である日本の純国産エネルギーになりうる有望資源として、注目が集

まっているのが洋上風力発電である。日本ではまだ実証実験が始まったばかりだが、同じ島国で

あるイギリスでは既に実用化されている。洋上風力発電には「着床式」と「浮体式」の 2 種類が

ある。水深 50m 程度までの比較的浅い地点では機器を直接海底に設置することが可能で、着床

式という。更に深い地点では機器全体を海に浮かべることになり、浮体式という。日本国内の開

発ポテンシャルは、着床式が約 9400 万 kW、浮体式が約 5.2 億 kW で、浮体式の方が圧倒的に大

                                                           
95 資源エネルギー庁「新エネルギーについて」 

http://www.enecho.meti.go.jp/energy/newenergy/newene01.htm 
96 環境情報センター『環境用語集』 
  http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 
97 木舟（2011）p.28. 
98 木舟（2011）p.30. 
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きな可能性がある99。 

風力発電で有名なのはデンマークであり、電力供給量に占める風力発電の比率は 25％を超え

ている。デンマークでは農家が 3 件集まると発電所を作ろうかと相談する、といわれるが、これ

は固定価格買取制度が浸透し、投資に十分なリターンがあるということである100。農業だけで所

得が十分あがるという地帯は世界でもそれほど多くないため、風力発電に投資することで農業以

外の所得が上がり、農業を続けその地域に住み続けることができ、同時に国土保全も成り立つと

いう総合的な効果を上げているのである。固定価格買取制度については四章で述べる。 

 

地熱発電 

地熱発電は、地球が本来的に持っている火山活動の熱エネルギーから蒸気を取り出してタービ

ンを回し発電する。蒸気を得るのに化石燃料が要らず、CO2排出も水力並みに低いという環境に

優しい発電である。常に蒸気を得られるため、太陽光や風力のような出力変動が無く、24 時間

発電し続けられるベース電源としての役割が期待できる101。火山国である日本は、インドネシア、

米国と共に世界 3 大地熱資源国といわれ、世界有数の地熱埋蔵量を持つ。しかし地熱の存在する

地域のほとんどが国立公園内にあるため、発電所開発に規制がかかる。地熱発電所が地下の蒸気

を汲み上げると、近くの温泉が枯渇してしまい観光資源が失われる危険性があることがデメリッ

トである102。 

 

太陽光発電 

太陽光発電は、日本の再生可能エネルギー発電では も活発な動きがある。これは長らく経産

省が国策として太陽電池産業の育成を図ってきたことによる103。無公害で原料の枯渇も心配のな

いクリーンエネルギーだが、季節や地域によっては十分な太陽光を集められないこともあり、安

定した電力供給源として発電所を建設するには課題が多いのが現状である。製造販売面では、中

国のメーカーが低価格品でシェアを拡大しており、日本のメーカーは苦戦を強いられている。 

 

バイオマス発電 

バイオマス（Biomass）とは生物に由来する有機性のエネルギー資源の総称であり、その種類

は多様で、木材、穀物、家畜排泄物、生ゴミなどすべてバイオマスである104。大きくは直接燃や

して利用する場合と、固体・液体・気体の燃料に変換して利用する場合とがある。例えば、発酵

させてメタンガスやエタノールに変換する場合である。得られるエネルギーは必ずしも発電に用

いられるとは限らず、お湯を沸かして施設周辺で熱利用する形態もある。したがって、バイオマ

ス発電を独立した項目として捉えるのではなく、バイオマス活用の一部に発電があると考えれば

                                                           
99 木舟（2011）p.32. 
100 植田（2012）p.62. 
101 今泉（2012）p.114. 
102 今泉（2012）p.114. 
103 今泉（2012）p.105. 
104 木舟（2011）p.36. 
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よいだろう。 

バイオマス発電の仕組みは基本的に火力発電と同じで、バイオマス燃料を燃やして発生させた

熱で蒸気を作り、その蒸気がタービンを回すことで発電する。バイオマスを燃やすと当然ながら

CO2を排出するが、その CO2は元の植物が成長する過程で光合成により吸収したものとみなし、

プラスマイナスゼロとするカーボンニュートラルなエネルギーとして扱う。したがって、バイオ

マスを燃やして電気や熱を得ても CO2 排出量にはカウントされない。生物に由来するため資源

は再生可能であり、持続可能なクリーンエネルギーとして注目されている。 

バイオマス発電は既に全国各地で行われている。ファーストエコ、日本バイオマス開発など、

バイオマス発電所の運営を事業の柱にした会社も登場している。生ゴミを利用したゴミ発電を行

う自治体も少なくない。電力会社では石炭火力の燃料の一部をバイオマスにする混焼の取り組み

が行われ、発電時の CO2 削減に努めている。ただ、バイオマス発電は採算性を考えると依然厳

しい状況にある。元となるバイオマスをどこから安定的に得るかが課題であり、関連設備が複合

的なものになるのもコストを上げる一因になっている。バイオマス活用は 終生成物として電力

や熱だけでなく堆肥・液肥を得るのが通例で、更にはバイオマスからメタンガスを得てガスター

ビン発電を行う場合には、ガスタービンから得られる排熱を活用することもでき、設備の複合度

合いはますます高くなり、一種の系として構成されるようになる105。 

 

コージェネレーション 

コージェネレーションは「熱電併給」とも呼ばれ、発電を行う一方で熱の有効活用も行う形態

一般を指す。前述のコンバインドサイクル発電も広い意味ではコージェネに含まれる。コージェ

ネは分散発電と相性が良いといわれる。従来の電力システムは大規模な火力発電、原子力発電に

代表される集中発電が基本になっていた。集中発電は住宅や工場集積地から離れた場所に発電所

を建設するのが通例であるため、発電する際に必ず出る排熱を近隣地域で有効活用することがで

きず、そのまま捨てていた。分散発電は全体として発電が分散しており、一般的にひとつの発電

所の出力が小さく、住宅や工場集積地の傍に設置することができるため、近隣地域に蒸気や温水

の供給網を作れば排熱を有効活用することができる106。具体的には、地下に自家発電設備を持つ

ビル内で、冬場に空調を少し弱め、代わりに発電する際に出る排熱を熱源として利用するといっ

た例である。夏場は排熱で蒸気を発生させ発電量を増やす。バックアップやインフラ整備にコス

トがかかり採算が取れない可能性もあるが、循環型社会実現には欠かせないものである。 

 

スーパーゴミ発電とゼロ・エミッション 

日本では「ゴミは焼却するもの」と相場が決まっているが、海外では埋め立て処理が主流であ

り、ゴミを発電に利用するという形態はかなり新鮮に受け止められるようである。一般的に、日

本のゴミ収集は地方自治体が行っており、可燃物は焼却処分される。この時に出る排熱は地域の

                                                           
105 今泉（2012）p.120. 
106 今泉（2012）p.135. 
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温水プールや温浴施設でよく利用されている。全国約 300 の清掃工場では排熱で発電も行ってお

り、それらが発電する電気量は年間で、電力会社 10 社の総発電量の 0.85％に上る107。 

ゴミ発電は収集したゴミをそのまま焼却する方法と、RDF と呼ばれる固形燃料にして焼却す

る方法とがあり、前者が一般的である。近年では、スーパーゴミ発電と呼ばれる非常に高効率の

発電方式が浸透し始めている。一般的なゴミ発電では、400℃以上の高熱で燃焼すると、ゴミに

含まれる硫黄成分などが化合物に変化してボイラー管などに付着し腐食を早めるためあえて

300℃前後で燃焼している。温度が低いため発電効率は 10％前後に留まる。スーパーゴミ発電で

は、清掃工場が停電に備えて持っているガスタービン発電機から出る排熱を使い、ゴミ焼却炉か

ら発生する蒸気を 400℃前後にまで上げることで、発電効率 20～25％を実現する。特殊な加工に

よって腐食も防いでいる。高効率の発電でより多くの電力が得られるようになると、電力会社へ

の売電電力量も増え、ゴミ処理事業の採算改善に貢献する。スーパーゴミ発電は千葉市、北九州

市などで導入している。ゴミ発電一般では、伊藤忠などの受注活動によりイギリスの自治体が日

本のゴミ発電設備を導入する例が出始めている。 

ゼロ・エミッションとは、あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活用することにより、廃棄

物を一切出さない資源循環型の社会システムを指す108。ゴミ発電や後述するバイオマス活用は、

ゼロ・エミッション実現において非常に重要であるといえる。ゴミ発電は環境面でも優位性があ

るため、今後の世界的な進展が期待される。 

 

以上を踏まえ、ベース電源には何が相応しいのかを考えると、短期的に 適といえるのは場所

を選ぶ新エネルギーではなく、やはり火力発電、それも天然ガスを燃料とするものである。天然

ガスは他の化石燃料と比べて CO2 の排出量が比較的低い。コストパフォーマンスも、風力発電

や太陽光発電の 5~10 倍と目されている109。発電所建設も比較的短時間で済むため、震災後は建

設が相次いだ。デメリットとしては、稼働に伴う CO2 の排出が増えることである。化石燃料は

輸入に依存している上、CO2排出増の責任は、京都議定書110に定められるように、排出量取引な

ど国外への資金流出という形でとられる。それはやがて企業や消費者の負担となっていく。した

がって、長期的には再生可能エネルギーへのシフトを考慮せねばならないが、これにはまだ幾分

かの技術革新を必要とする。 

                                                           
107 今泉（2012）p.117. 
108 環境情報センター『環境用語集』 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 
109 石井（2011）p.27. 
110 1997 年 12 月京都で開催された COP3（気候変動枠組条約の第 3 回締約国会議）で採択された気候変動 

枠組条約の議定書。ロシアの締結を受けて発効要件を満たし、2005 年 2 月に当時の 大排出国である 
米国抜きで発効。先進締約国に対し、2008-12年の第一約束期間における温室効果ガスの排出を 1990年 
比で、5.2％（日本 6％、アメリカ 7％、EU8％など）削減することを義務付けている。削減数値目標を 
達成するために、直接的な国内の排出削減以外に共同実施、クリーン開発メカニズム、排出量取引と 
いう 3つのメカニズムを導入。更に森林の吸収量の増大も排出量の削減に算入を認めている。これらを 
総称して京都メカニズム（柔軟性措置）という。 
環境情報センター『環境用語集』 
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?gmenu=1 
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第四節 再生可能エネルギー普及のために 

 

震災以降、「電力自由化」「発送電分離」「スマートグリッド」といった言葉を耳にする機会が

増えた。これらのキーワードは再生可能エネルギーの普及にどう関わってくるのか、この節で見

ていく。 

 

4.1 90 年代半ばから始まった電力自由化 

 

第二節の 4 項で述べた垂直統合型の 10 電力体制については、各エリア内では独占的に事業を

行えること、すなわち競争相手がいないことの弊害が指摘されている。簡単に言えば、より良く、

より安く電気を提供しようと創意工夫する積極的動機がないのである。競争がないという特徴は

安定した供給をもたらすという良い側面もあるのだが、しばしば議論の的になっていた。そこで

語られるのが電力自由化である。 

 

卸自由化、IPP制度 

90 年代の初め、諸外国より割高な電気料金が問題視されるようになり、電力自由化の議論が

始まった。その結果、95 年に電気事業法が 31 年ぶりに改正された。いわゆる第一次電力制度改

革である。この改革の目玉が「発電部門の自由化」であり、IPP 制度が創設された。それまで発

電所の建設は一般電気事業者が一元的に担っていたが、これを他の事業者にも開放したのである。

発電部門に競争原理を持ち込むことで、一般電気事業者に効率化を促す狙いであった111。 

 

小売自由化、PPS制度 

95 年に続き 99 年にも電気事業法が改正され、2000 年には「小売の部分自由化」が始まった。

いわゆる第二次電力制度改革である。これによって誕生した一般電気事業者以外の小売事業者が

「特定規模電気事業者（PPS）」である。需要家を規模によって区分し、ある特定規模の需要家

は電気を売る会社（一般電気事業者か PPS）を任意に選ぶことができるようになった。自由化の

対象となったのは、2000 年には「契約電力 2000kW 以上の超高圧需要家」、2004 年には「契約電

力 500kW 以上の高圧需要家」、2005 年には「契約電力 50kW 以上の需要家」である（沖縄電力

管内を除く）112。「契約電力 50kW 以上の需要家」というと、おおむね 20 世帯分よりも大きな電

力と考えることができる113。商業施設、オフィスビル、ホテル、学校、病院などがこの範疇であ

る。小売の部分自由化制度ができてしばらくは大企業や中央官庁が利用するのみであったが、

近では自治体が PPS からの電力購入に意欲を示すようになった。一般電気事業者から電気を買

                                                           
111 木舟（2011）p.166. 
112 木舟（2011）p.168. 
113 今泉（2012）p.47. 
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うよりも、PPS から買う方が安くつく可能性があるからである114。 

 

4.2 電力自由化失敗の背景 

 

前述した自由化によって日本全体の電力需要の 7 割は自由化されており115、いまだ制約下にあ

って電力会社を自由に選択できないのは、一般家庭とコンビニエンスストア程度の小規模店舗く

らいのものとなった。一般家庭を含む全需要家にまで自由化範囲を拡大する「全面自由化」の議

論は、2008 年 7 月に経産省で一度行われてはいるものの、現段階では適切ではないとして見送

られており、報告書には 5 年後を目途に再検討することが明記されている116。その理由は、PPS

がいずれも苦戦して業績が芳しくなく、仮に全面自由化を実施しても、家庭部門に参入する事業

者が現れそうになかったからである117。その原因の一つとして、託送料・インバランス料の負担

が挙げられることがある。 

 

託送料 

「託送料」とは、送電線の使用料のことである。送電線は一般電気事業者の所有物であるため、

PPS は需要家に電気を送る際、送電線を使わせてもらうことになる。ここで支払わねばならない

のが託送料である118。 

 

インバランス料 

「インバランス料」とは、同時同量を達成できなかった時に支払う、いわば罰金のことである。

第二節の 1 に同時同量を守ることが電力会社にとって 大の使命であると書いたが、電力系統を

利用する以上、PPS にも同時同量の実現は求められる。一瞬一瞬の需要と供給を一致させる必要

こそないが、30 分間の中で需要と供給の差を、需要の±3％以内に納めなくてはならない。イン

バランス料は、この 3％以内の「変動範囲内インバランス」と、それを超える「変動範囲外イン

バランス」に分けられる。変動範囲外インバランスは非常に高く、PPS の高い経営リスクとなる。

2008 年の制度改革の際に見直され、変動範囲内価格の 3 倍程度に引き下げられたものの、それ

でもまだ高いとの声もある119。 

 

PPS の生命線である、一般電気事業者よりも安い価格設定が不可能となれば、PPS が営業を続

けていくことは難しい。託送料・インバランス料の負担が小売市場の活性化に歯止めをかけてし

まう一因であったのは確かだが、更に外部環境の変化にも原因の一端が見受けられる。すなわち、

                                                           
114 今泉（2012）p.50. 
115 今泉（2012）p.47. 
116 経済産業省電気事業分科会「今後の望ましい電気事業制度の在り方について」p.7. 

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g80707a01j.pdf 
117 木舟（2011）p.168. 
118 木舟（2011）p.80. 
119 木舟（2011）p.82. 
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PPS の発電が火力に依存していたことと、地球温暖化対策が本格化したことである。2000 年代

当初は火力発電の電気は安価で競争力があったが、その後の原油価格高騰に伴ってコストがかか

るようになった。更に 2005 年 2 月に京都議定書が発効したことによって、産業界は CO2排出量

削減に本格的に取り組むようになり、PPS の火力依存の電気よりも、水力や原子力といった CO2

排出量の少ない発電を組み合わせている一般電気事業者の電気を選好するようになったのであ

る120。 

PPS が火力に依存せざるを得なかったのは、本格的な価格競争になれば巨大企業である一般電

気事業者に勝てないという点が大きい。すなわち、電力会社に価格競争で勝り、営業を続けるこ

とができる PPS は、余程高効率の発電設備を持っているか、本業で石炭・石油・天然ガスのい

ずれかを大口で輸入している流れで安く調達できる企業に限られるのである121。 

以上の要素により、電力自由化、特に小売自由化はほとんど成果を上げることができなかった。 

 

4.3 再生可能エネルギー普及の要 

 

再生可能エネルギーは、自然から得られるエネルギーによって発電している。その大きな特徴

は、出力が不安定であることと、投資回収が難しいことである。すなわち、不安定な出力に対応

できる電力系統の高度な管理と、未だ高コストな発電設備を維持・運営するための収益が必要と

なる。逆にいえば、この 2 つさえ実現できれば再生可能エネルギーは爆発的に普及させることが

可能なのである。 

 

発送電分離 

発送電分離とは、垂直統合型の 10 電力体制を見直し、一般電気事業者の発電部門と送電部門

を切り離すことである。これにより、発電部門は再生可能エネルギーによる発電に特化した IPP

（発電部門の自由化を担う事業者）と競合を余儀なくされ、地域による区分を超えた競争すら期

待できる。送電部門はひとつに集約することで、高度な技術を要する同時同量を達成することも

できる。 

 

固定価格買取制度 

2011 年 8 月に成立した「再生可能エネルギー特別措置法」により、2012 年 7 月から固定価格

買取制度（再生可能エネルギー全量買取制度）がスタートした122。この制度は「Feed-in Tariff（餌

を与えられた料金制度）」とも呼ばれ、一般電気事業者に再生可能エネルギーを決まった価格で

全量買い取ることを義務付けるものである。再生可能エネルギーに指定されたのは太陽光・風

力・バイオマス・地熱・小水力の 5 つである。再生可能エネルギーの発電にかかった費用をすべ

ての利用者に薄く広く負担させる仕組みであり、再生可能エネルギー発電のコストが高い現在で

                                                           
120 木舟（2011）p.172. 
121 今泉（2012）p.49. 
122 木舟（2011）p.154. 
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は、極めて有用だといえる。 

 

スマートグリッド 

スマートグリッド（賢い送電網）という言葉が脚光を浴びたのは、アメリカでオバマ大統領が

「グリーン・ニューディール政策（環境への投資で経済回復を狙う政策）」の柱の 1 つとして取

り上げた時だった123。元来アメリカは送電インフラが脆弱で、停電も頻繁に発生していた。その

ため、情報技術などを活用した「いろいろな事態に対処できる賢い送電網」を整備し、ピーク時

の電気料金高騰の問題を解決しようという考えの元、打ち出された概念である124。その特徴は①

送・配電に IT 技術を適用すること②電気の流れが双方向になること（送・配電するだけでなく、

家庭や地域にある発電設備から電気を購入すること）③ピーク電源への投資を抑制すること（同

時同量の原則によって、1 年の内のわずか数日から十数日、それも各々数時間のためだけに、1

つの電力会社が原発 2,3 基分の発電所を用意しなければならないという、負担の大きいピーク電

源への投資を抑える）、の 3 つである125。 

送電インフラの脆弱性と発電設備不足の懸念というアメリカの課題は、当時の日本には全くな

かったため、日本の電気系統は十分スマートであるという声が出ていた。その結果、スマートグ

リッドの議論は「再生可能エネルギーの大量導入対策」にほぼ限定された。太陽光など出力が不

安定な再生可能エネルギーが大量に流入しても系統全体の安定性を維持するための方策が論じ

られ、蓄電池の併設などが日本版スマートグリッドと呼ばれた126。 

 

4.4 新エネルギー利用の事例：高知県梼原町 

 

後になってしまったが、本論文を書くきっかけとなった高知県梼原町の事例を紹介したい。

未来の日本の縮図ともいえる持続可能なエネルギー循環を実現している。 

四万十川源流に程近く、四国山脈の豊かな緑に囲まれた山間に、梼原町はある。梼原町は四国

カルスト台地の頂上近くに 2 基の風車を所有している。年間の税収 3 億円、人口 4000 人足らず

の小さな町で、2 億 2000 万円をかけた一大事業だった。2 基の風車で得た電気は全て電力会社へ

と売電し、年間 4000 万円の利益をもたらす。こうして得た資金は一般財源にせず、環境基金と

して積み立て、他の自然エネルギー採用の財源とする循環を作っている。「自然との共生」を掲

げる梼原町では、風・森・水・光の 4 つを活用することに力を入れている。風力発電によって得

た資金で森を整備することで清流を保持し、川の流れを利用した小水力発電にも取り組む。木の

間伐などを行った際に出るくずを固めてペレットにし、冷暖房の燃料にしている。太陽光発電パ

ネルを町内の公共施設すべてに設置し、個人に対してはパネルを取り付ける家庭に助成も行った。

他にも、地熱を利用したプールを建設し、住民のより良い生活に貢献しているといえる。 

                                                           
123 木舟（2011）p.86. 
124 今泉（2012）p.54. 
125 今泉（2012）pp.54,55. 
126 木舟（2011）p.86. 
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おわりに 

 

本論文では東日本大震災が与えたエネルギー政策への影響と変化について述べてきた。 

第一節では日本の電力供給の歴史や内訳を確認し、原子力発電に依存している体質が明らかと

なった。震災の影響や震災後の動きを見ることで、日本のエネルギー政策が大きな転換期を迎え

ていることが分かった。 

第二節では電気事業自体が抱える制約が明らかとなった。同時同量の原則を達成せねばならな

いことや東西日本の周波数の差、串刺し型の電力系統による融通のしにくさなど、日本の電気事

業がいかに閉塞的であるかが分かった。 

第三節では原発を失った後の電源構成について考察した。原発はベース電源として重宝されて

おり、安定的な電力供給の要であった。その代わりとなる電源は短期的には天然ガスによる火力

発電であろう。長期的には再生可能エネルギーで賄いたいが、それにはまだ幾分かの技術革新が

必要である。 

第四節では再生可能エネルギー普及のための方策を考察した。いまだ高コストで投資回収の困

難な再生可能エネルギー普及の要は、固定価格買取制度と日本版スマートグリッドである。すな

わち、需要家に広く薄く負担させる租税的な投資回収と、不安定な出力や分散的発電に耐えうる

送・配電システムの構築である。 

政権交代後のエネルギー政策がどのようになるかはまだはっきりとはしていないが、国民の意

思である「原発に依存しない社会の実現」への努力を疎かにしてはならない。地震・津波・原発

事故の三重苦に見舞われた福島県の方々のためにも、安全なエネルギー供給を確保し、安易に原

発を再稼働させることのない社会の実現が求められている。 
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・日本分析センター『日本の環境放射能と放射線』「環境放射能用語集」 

http://www.kankyo-hoshano.go.jp/kl_db/servlet/yg_s_select 

・Wikipedia『日本の原子力発電所』 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%

9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80 

・Wikipedia『炉心溶融』 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%89%E5%BF%83%E6%BA%B6%E8%9E%8D#.E8.A2.AB.E8.A6.86.E7.

AE.A1.E3.81.AE.E6.90.8D.E5.82.B7.E3.80.81.E6.BA.B6.E5.87.BA.E3.81.AA.E3.81.A9.E3.81.AB.E3.82.88.E3.

82.8B.E6.B0.B4.E7.B4.A0.E3.81.AE.E7.99.BA.E7.94.9F 

・『日本経済新聞』2011 年 3 月 12 日. 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGG1201N_S1A310C1GX1000/ 
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・『日本経済新聞』2013 年 1 月 17 日. 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM16081_W3A110C1MM8000/ 

・『日本経済新聞』2013 年 1 月 24 日. 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDC2400Y_U3A120C1MM8000/ 

・『日本経済新聞』2013 年 1 月 24 日. 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG24020_U3A120C1CC0000/ 

 

 

 


