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日本の電力費と経済予測　　年15兆円

• 　日本の娯楽費　年　１００兆円（ＧＤＰの　日本の娯楽費　年　１００兆円（ＧＤＰの　日本の娯楽費　年　１００兆円（ＧＤＰの　日本の娯楽費　年　１００兆円（ＧＤＰの20％）　％）　％）　％）　

• 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v.s. 電力費　１５兆円　（ＧＤＰの電力費　１５兆円　（ＧＤＰの電力費　１５兆円　（ＧＤＰの電力費　１５兆円　（ＧＤＰの3％）　　　　％）　　　　％）　　　　％）　　　　

　　　　　　　　　　　　（うち原子力分はたかだか　　　　　　　　　　　　（うち原子力分はたかだか　　　　　　　　　　　　（うち原子力分はたかだか　　　　　　　　　　　　（うち原子力分はたかだか4.5兆円　兆円　兆円　兆円　0.9％）　％）　％）　％）　

• 電力が産業の米と思うと怖くて大金を電力に投資できない電力が産業の米と思うと怖くて大金を電力に投資できない電力が産業の米と思うと怖くて大金を電力に投資できない電力が産業の米と思うと怖くて大金を電力に投資できない

←種々の経済予測ー←種々の経済予測ー←種々の経済予測ー←種々の経済予測ーGDPがどれだけ減るかなどがどれだけ減るかなどがどれだけ減るかなどがどれだけ減るかなど

• 「クリーンな電力は国民の楽しみ」であると捉えるととたんに「クリーンな電力は国民の楽しみ」であると捉えるととたんに「クリーンな電力は国民の楽しみ」であると捉えるととたんに「クリーンな電力は国民の楽しみ」であると捉えるととたんに
安い出費となる　　娯楽費と同一のカテゴリーで考えると　　安い出費となる　　娯楽費と同一のカテゴリーで考えると　　安い出費となる　　娯楽費と同一のカテゴリーで考えると　　安い出費となる　　娯楽費と同一のカテゴリーで考えると　　
「国民の生き甲斐」としての出費を当面日本は続ける！「国民の生き甲斐」としての出費を当面日本は続ける！「国民の生き甲斐」としての出費を当面日本は続ける！「国民の生き甲斐」としての出費を当面日本は続ける！

反省事項：反省事項：反省事項：反省事項：

• 経済予測にはモデル成立の前提条件（仮説）がある経済予測にはモデル成立の前提条件（仮説）がある経済予測にはモデル成立の前提条件（仮説）がある経済予測にはモデル成立の前提条件（仮説）がある

• 価値感が変化すると、評価項目の評価順位が変わる。価値感が変化すると、評価項目の評価順位が変わる。価値感が変化すると、評価項目の評価順位が変わる。価値感が変化すると、評価項目の評価順位が変わる。

　　　　国民の価値観の変化→予測の本質的変化　　　　国民の価値観の変化→予測の本質的変化　　　　国民の価値観の変化→予測の本質的変化　　　　国民の価値観の変化→予測の本質的変化

　　　　　　（評価順位を変えた吟味が必要）　　　　　　（評価順位を変えた吟味が必要）　　　　　　（評価順位を変えた吟味が必要）　　　　　　（評価順位を変えた吟味が必要）

　　　　　　　　　　　　　　　　ちなみにオランダではＮＰＯ活動がＧＤＰのちなみにオランダではＮＰＯ活動がＧＤＰのちなみにオランダではＮＰＯ活動がＧＤＰのちなみにオランダではＮＰＯ活動がＧＤＰの20％、雇用の％、雇用の％、雇用の％、雇用の20％もＮＰＯによる。％もＮＰＯによる。％もＮＰＯによる。％もＮＰＯによる。



エネルギー政策の選択肢第１回委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１．５．１１

• エネルギー政策の選択肢案エネルギー政策の選択肢案エネルギー政策の選択肢案エネルギー政策の選択肢案
　　　　　　　　

１）ただちにすべての原子炉を停止する。民生および産業への１）ただちにすべての原子炉を停止する。民生および産業への１）ただちにすべての原子炉を停止する。民生および産業への１）ただちにすべての原子炉を停止する。民生および産業への
影響の大きさを推測する。今後影響の大きさを推測する。今後影響の大きさを推測する。今後影響の大きさを推測する。今後5年程度の社会変化を予測す年程度の社会変化を予測す年程度の社会変化を予測す年程度の社会変化を予測す
る。る。る。る。

　　　　　　　　　　　　
２）電力の３０％を再生可能エネルギーおよび省エネで賄い、原２）電力の３０％を再生可能エネルギーおよび省エネで賄い、原２）電力の３０％を再生可能エネルギーおよび省エネで賄い、原２）電力の３０％を再生可能エネルギーおよび省エネで賄い、原
子力による電力を５年程度で代替する。国民生活のシナリオ子力による電力を５年程度で代替する。国民生活のシナリオ子力による電力を５年程度で代替する。国民生活のシナリオ子力による電力を５年程度で代替する。国民生活のシナリオ
を考える。を考える。を考える。を考える。

３）２０年程度で電力の３０％を再生可能エネルギーで賄い、原３）２０年程度で電力の３０％を再生可能エネルギーで賄い、原３）２０年程度で電力の３０％を再生可能エネルギーで賄い、原３）２０年程度で電力の３０％を再生可能エネルギーで賄い、原
子力電力を代替する。国民生活のシナリオ変化を考える。子力電力を代替する。国民生活のシナリオ変化を考える。子力電力を代替する。国民生活のシナリオ変化を考える。子力電力を代替する。国民生活のシナリオ変化を考える。

４）原子炉を国民に受容される安心・安全なものとして再提起し、４）原子炉を国民に受容される安心・安全なものとして再提起し、４）原子炉を国民に受容される安心・安全なものとして再提起し、４）原子炉を国民に受容される安心・安全なものとして再提起し、
将来における中心的な低炭素化エネルギーに位置付ける。将来における中心的な低炭素化エネルギーに位置付ける。将来における中心的な低炭素化エネルギーに位置付ける。将来における中心的な低炭素化エネルギーに位置付ける。

　　その発電コストの変化を考える。　　その発電コストの変化を考える。　　その発電コストの変化を考える。　　その発電コストの変化を考える。 2





エネルギー政策の選択肢

Ａ案　ただちに脱原発を実施するケース　

• 原発を速やかにすべて停止。原発を速やかにすべて停止。原発を速やかにすべて停止。原発を速やかにすべて停止。3割の原子力電力シェア分は計画的節電で受け留め割の原子力電力シェア分は計画的節電で受け留め割の原子力電力シェア分は計画的節電で受け留め割の原子力電力シェア分は計画的節電で受け留め
（（（（1980年代の電力レベルにいったん戻る）。省エネ社会の重要性を世界にも示す。年代の電力レベルにいったん戻る）。省エネ社会の重要性を世界にも示す。年代の電力レベルにいったん戻る）。省エネ社会の重要性を世界にも示す。年代の電力レベルにいったん戻る）。省エネ社会の重要性を世界にも示す。
一時的に化石エネは増えるが、一時的に化石エネは増えるが、一時的に化石エネは増えるが、一時的に化石エネは増えるが、5年以内に省エネと新エネの導入でこのショックを年以内に省エネと新エネの導入でこのショックを年以内に省エネと新エネの導入でこのショックを年以内に省エネと新エネの導入でこのショックを
緩和。緩和。緩和。緩和。5年以降は新規成長路線。新エネのコスト低下を誘導。年以降は新規成長路線。新エネのコスト低下を誘導。年以降は新規成長路線。新エネのコスト低下を誘導。年以降は新規成長路線。新エネのコスト低下を誘導。

　　省エネと新エネを新経済成長を招く中核の革新技術に位置付け。　　省エネと新エネを新経済成長を招く中核の革新技術に位置付け。　　省エネと新エネを新経済成長を招く中核の革新技術に位置付け。　　省エネと新エネを新経済成長を招く中核の革新技術に位置付け。

• 電力節減３０％の割り振りプランの作成電力節減３０％の割り振りプランの作成電力節減３０％の割り振りプランの作成電力節減３０％の割り振りプランの作成

　　　　一般家庭・オフィス節電で１５％可　　　　一般家庭・オフィス節電で１５％可　　　　一般家庭・オフィス節電で１５％可　　　　一般家庭・オフィス節電で１５％可

　　　　　　　（エネルギー経済研究所　　　　　　　（エネルギー経済研究所　　　　　　　（エネルギー経済研究所　　　　　　　（エネルギー経済研究所2011.4.10公表）公表）公表）公表）

• 代替化石エネ電源の導入　（ガスタービン発電導入）代替化石エネ電源の導入　（ガスタービン発電導入）代替化石エネ電源の導入　（ガスタービン発電導入）代替化石エネ電源の導入　（ガスタービン発電導入）

　　　　ここ数年の炭酸ガス排出量増加を世界に容認してもらう？　　　　　ここ数年の炭酸ガス排出量増加を世界に容認してもらう？　　　　　ここ数年の炭酸ガス排出量増加を世界に容認してもらう？　　　　　ここ数年の炭酸ガス排出量増加を世界に容認してもらう？　

• ベースロード用であった原子力の発電量の代替を順次考慮ベースロード用であった原子力の発電量の代替を順次考慮ベースロード用であった原子力の発電量の代替を順次考慮ベースロード用であった原子力の発電量の代替を順次考慮

• 日本の経済に与える影響　経済萎縮の最小化策　日本の経済に与える影響　経済萎縮の最小化策　日本の経済に与える影響　経済萎縮の最小化策　日本の経済に与える影響　経済萎縮の最小化策　

• 既に貯まっている使用済み燃料は今後の安全保管の必要があるためその安全策既に貯まっている使用済み燃料は今後の安全保管の必要があるためその安全策既に貯まっている使用済み燃料は今後の安全保管の必要があるためその安全策既に貯まっている使用済み燃料は今後の安全保管の必要があるためその安全策
を考慮を考慮を考慮を考慮

　　　　すでに各サイトに貯蔵中　処理法　　　　　すでに各サイトに貯蔵中　処理法　　　　　すでに各サイトに貯蔵中　処理法　　　　　すでに各サイトに貯蔵中　処理法　

　　　　高レベル廃棄物の処理場所（未確定・当面見通しつかず）　　　　高レベル廃棄物の処理場所（未確定・当面見通しつかず）　　　　高レベル廃棄物の処理場所（未確定・当面見通しつかず）　　　　高レベル廃棄物の処理場所（未確定・当面見通しつかず）



毎日新聞　１１０６０７毎日新聞　１１０６０７毎日新聞　１１０６０７毎日新聞　１１０６０７
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家庭とオフィスでの
電力消費（46％）は

産業と大口需要家
の合計（52％）と同

定度
　　個人やオフィス
の節電努力は重要
大口：東大、
ディズニーランド





各国比較原子力発電量各国比較原子力発電量各国比較原子力発電量各国比較原子力発電量2009

日本第3位、2位の

フランスは電力の
8割が原子力



　　世界全体の原子力発電量の推移　　　世界全体の原子力発電量の推移　　　世界全体の原子力発電量の推移　　　世界全体の原子力発電量の推移　1966年年年年-2011年年年年

ここ25年増えず

今後引退続き減少
1979ＴＭＩ，1986

チェルノブイリ、
2011フクシマ



世界４３７基の原子炉は高齢が多い。米国では寿命世界４３７基の原子炉は高齢が多い。米国では寿命世界４３７基の原子炉は高齢が多い。米国では寿命世界４３７基の原子炉は高齢が多い。米国では寿命40年、年、年、年、
認められるともう認められるともう認められるともう認められるともう20年。仏では原則年。仏では原則年。仏では原則年。仏では原則30年。今後退役増大。年。今後退役増大。年。今後退役増大。年。今後退役増大。

当面は退役分を計画中新設ではカバーできない。→減少当面は退役分を計画中新設ではカバーできない。→減少当面は退役分を計画中新設ではカバーできない。→減少当面は退役分を計画中新設ではカバーできない。→減少

平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢26歳歳歳歳

稼働中の世界の原子炉稼働中の世界の原子炉稼働中の世界の原子炉稼働中の世界の原子炉
４３７基の年齢４３７基の年齢４３７基の年齢４３７基の年齢



Ref: Amory Lovins, 2010; Global Wind Energy Council (GWEC), Global

Wind Energy Report 2010 (Brussels: 2001); IAEA, PRIS 

database; European Photovoltaic Industry Association,

“Global Market Outlook for Photovoltaics until 2014” (Brussels: May 2010)

世界の電力系統に繋がれた原子力と再生可能エネルギーから電力の正味年増加世界の電力系統に繋がれた原子力と再生可能エネルギーから電力の正味年増加世界の電力系統に繋がれた原子力と再生可能エネルギーから電力の正味年増加世界の電力系統に繋がれた原子力と再生可能エネルギーから電力の正味年増加

風力の増分風力の増分風力の増分風力の増分

太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池
の増分の増分の増分の増分

原発の増分（チェルノブイリ以来原発の増分（チェルノブイリ以来原発の増分（チェルノブイリ以来原発の増分（チェルノブイリ以来25年増えていない）年増えていない）年増えていない）年増えていない）

ここここここここ12年、原子力は横ばいで再生可能エネ年、原子力は横ばいで再生可能エネ年、原子力は横ばいで再生可能エネ年、原子力は横ばいで再生可能エネ

の増加が続いて来た。そして、いま、そのの増加が続いて来た。そして、いま、そのの増加が続いて来た。そして、いま、そのの増加が続いて来た。そして、いま、その
再生可能エネの設備容量は原子力の設備再生可能エネの設備容量は原子力の設備再生可能エネの設備容量は原子力の設備再生可能エネの設備容量は原子力の設備
容量を超えた（容量を超えた（容量を超えた（容量を超えた（2009）。）。）。）。



フクシマはすでに海外諸国のエネルギー政策に少なくともフクシマはすでに海外諸国のエネルギー政策に少なくともフクシマはすでに海外諸国のエネルギー政策に少なくともフクシマはすでに海外諸国のエネルギー政策に少なくとも
1年以上の「原子力新設・再開計画の凍結」（米中）、自然エネ年以上の「原子力新設・再開計画の凍結」（米中）、自然エネ年以上の「原子力新設・再開計画の凍結」（米中）、自然エネ年以上の「原子力新設・再開計画の凍結」（米中）、自然エネ

計画の発表（英仏）、卒原子力発表（独伊）などの影響計画の発表（英仏）、卒原子力発表（独伊）などの影響計画の発表（英仏）、卒原子力発表（独伊）などの影響計画の発表（英仏）、卒原子力発表（独伊）などの影響



中国はここ数年
再生可能エネに
非常に熱心に
　国民一人当り
年5千円



世界の自然エネ投資
20１０年20兆円に

３年で５倍の勢い

日本の化石燃料輸入
年25兆円ＧＤＰの５％

エネルギーが国産に
なると新規財源に



中国、再生可能エネルギー投資で世界最大に中国、再生可能エネルギー投資で世界最大に中国、再生可能エネルギー投資で世界最大に中国、再生可能エネルギー投資で世界最大に
• 中国の再生可能エネ　2009年　風力設備製造企業100社、太陽電池3000社に

• 2009年は中国が、米国・英国を抜き初めて世界最大に（米国ピュー慈善財団報
告書2010年04月05日）

• 投資額中国総額346億ドル（3兆円）、米国186億ドル、英国112億ドル。

• 中国、英国、ブラジル、スペインなどは、再生可能エネ導入割合の義務付けや排
出量取引など、国が政策の枠組みを持っていると指摘。国レベルの枠組みを欠く、
米国、日本、オーストラリアは、経済力に比べて出遅れていると指摘。

• 2009年の再生可能エネ投資額は、世界全体で1620億ドル。設備容量では250ギ
ガワット以上となっており、これは世界のエネルギー需給の6％に相当する。

• 中国での風力発電急拡大の背景は、政策における強力な後押し中国での風力発電急拡大の背景は、政策における強力な後押し中国での風力発電急拡大の背景は、政策における強力な後押し中国での風力発電急拡大の背景は、政策における強力な後押し。環境コストを
配慮しない形の経済成長は持続可能ではないという政府の危機意識が強い。中
国資源総合利用協会再生可能資源専門委員会の見込みによると、中国風力発
電の発電能力計画は2015年に９０ＧＷ，2020年120ギガワット。



風
力
発
電
設
備
容
量

すでに世界は風力発電容量がすでに世界は風力発電容量がすでに世界は風力発電容量がすでに世界は風力発電容量が
原発のそれに近づいてきた原発のそれに近づいてきた原発のそれに近づいてきた原発のそれに近づいてきた

日本の風力は国立公園規制日本の風力は国立公園規制日本の風力は国立公園規制日本の風力は国立公園規制
・騒音問題などのため普及せず・騒音問題などのため普及せず・騒音問題などのため普及せず・騒音問題などのため普及せず
地域の居住区・エネ区計画など地域の居住区・エネ区計画など地域の居住区・エネ区計画など地域の居住区・エネ区計画など
　　グランドデザインで加速可　　グランドデザインで加速可　　グランドデザインで加速可　　グランドデザインで加速可
さらに洋上風力を入れればさらに洋上風力を入れればさらに洋上風力を入れればさらに洋上風力を入れれば
→大幅増可能：設置コスト倍程度→大幅増可能：設置コスト倍程度→大幅増可能：設置コスト倍程度→大幅増可能：設置コスト倍程度
　　　　国のエネ需要全体対応可　　　　国のエネ需要全体対応可　　　　国のエネ需要全体対応可　　　　国のエネ需要全体対応可
　　　　海岸線の長い日本は有利　　　　海岸線の長い日本は有利　　　　海岸線の長い日本は有利　　　　海岸線の長い日本は有利
　　　　　　　　　　　　　　　　
英仏は２０１０年４月２０日洋上風力英仏は２０１０年４月２０日洋上風力英仏は２０１０年４月２０日洋上風力英仏は２０１０年４月２０日洋上風力
で大型計画を打ち出したで大型計画を打ち出したで大型計画を打ち出したで大型計画を打ち出した
英国　１３兆円投資で総電力の３割英国　１３兆円投資で総電力の３割英国　１３兆円投資で総電力の３割英国　１３兆円投資で総電力の３割



英国で2011ＦＩＴ改定：メガソーラーは大幅値下げ　個人を優遇

• 旧: 　　 Price paid per kWh  

• GBP 　　USD 　　　Size 

• £0.41　 $0.66 　　< 4kW retrofit 

• £0.36 　$0.58　　 4 to 10 kW or <4 kW new build 

• £0.31　 $0.51 　　10 to 100 kW 

• £0.29　 $0.47 　　100 kW to 5 MW 

　
新規 New Tariffs: Price paid per kWh  　　2011年5月18日報道

• £0.41 　$0.66 　　< 4kW retrofit 

• £0.36　 $0.58 　　4 to 10 kW or <4 kW new build 

• £0.31 　$0.51 　　10 to 50 kW? 

• £0.19 　$0.31　　 50 to 150 kW 

• £0.15 　$0.24 　　150 to 250 kW 

• £0.09 　$0.14 　　250 kW to 5 MW 
http://www.renewableenergyworld.com/rea/blog/post/2011/05/cuts-to-uk-solar-incentive-may-

spread-economic-benefits?cmpid=WNL-Wednesday-May18-2011

英国の最新ＦＩＴ価格（全量買取）で英国の最新ＦＩＴ価格（全量買取）で英国の最新ＦＩＴ価格（全量買取）で英国の最新ＦＩＴ価格（全量買取）で
kWh12円！も出現円！も出現円！も出現円！も出現

ＧＤＰはＧＤＰはＧＤＰはＧＤＰは50年前に較べ年前に較べ年前に較べ年前に較べ
　　　　数　　　　数　　　　数　　　　数10倍にも増大倍にも増大倍にも増大倍にも増大

再生可能エネの受入れの経再生可能エネの受入れの経再生可能エネの受入れの経再生可能エネの受入れの経
済的負担は相対的に低下済的負担は相対的に低下済的負担は相対的に低下済的負担は相対的に低下

再生可能エネの絶対値として再生可能エネの絶対値として再生可能エネの絶対値として再生可能エネの絶対値として
の価格も急速に低下中の価格も急速に低下中の価格も急速に低下中の価格も急速に低下中



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010.4.20      日経新聞日経新聞日経新聞日経新聞

• 　英国政府が、大規模な風力発電計画を進めている。　英国政府が、大規模な風力発電計画を進めている。　英国政府が、大規模な風力発電計画を進めている。　英国政府が、大規模な風力発電計画を進めている。2020年までに年までに年までに年までに7000基以上基以上基以上基以上

の洋上風力タービン（風車）を設置する計画である。英国の全消費電力の３分のの洋上風力タービン（風車）を設置する計画である。英国の全消費電力の３分のの洋上風力タービン（風車）を設置する計画である。英国の全消費電力の３分のの洋上風力タービン（風車）を設置する計画である。英国の全消費電力の３分の
１を賄い、世界中の風力発電企業の研究施設や製造拠点を集積させ、一大産業１を賄い、世界中の風力発電企業の研究施設や製造拠点を集積させ、一大産業１を賄い、世界中の風力発電企業の研究施設や製造拠点を集積させ、一大産業１を賄い、世界中の風力発電企業の研究施設や製造拠点を集積させ、一大産業
に発展させることを狙う。に発展させることを狙う。に発展させることを狙う。に発展させることを狙う。

• 　事業規模は約　事業規模は約　事業規模は約　事業規模は約13兆円に上り、送電網の整備だけでも２兆円に達する。兆円に上り、送電網の整備だけでも２兆円に達する。兆円に上り、送電網の整備だけでも２兆円に達する。兆円に上り、送電網の整備だけでも２兆円に達する。

• サルコジ大統領は、フランスが洋上風力発電に着手することを公表。北部にサルコジ大統領は、フランスが洋上風力発電に着手することを公表。北部にサルコジ大統領は、フランスが洋上風力発電に着手することを公表。北部にサルコジ大統領は、フランスが洋上風力発電に着手することを公表。北部に100

億ユーロ（億ユーロ（億ユーロ（億ユーロ（1兆兆兆兆1200億円）以上の投資を行う予定。億円）以上の投資を行う予定。億円）以上の投資を行う予定。億円）以上の投資を行う予定。

• 初期段階では初期段階では初期段階では初期段階では600機のタービンがノルマンディー・ブリタニー・ロアールアトラン機のタービンがノルマンディー・ブリタニー・ロアールアトラン機のタービンがノルマンディー・ブリタニー・ロアールアトラン機のタービンがノルマンディー・ブリタニー・ロアールアトラン
ティックのティックのティックのティックの5つの地域に設置されるが、これらのつの地域に設置されるが、これらのつの地域に設置されるが、これらのつの地域に設置されるが、これらの5つの発電所の発電容量は３ギガつの発電所の発電容量は３ギガつの発電所の発電容量は３ギガつの発電所の発電容量は３ギガ

ワット。ワット。ワット。ワット。

• 2020年に全エネルギーの年に全エネルギーの年に全エネルギーの年に全エネルギーの23%を再生エネルギーにするという同国の目標を達成を再生エネルギーにするという同国の目標を達成を再生エネルギーにするという同国の目標を達成を再生エネルギーにするという同国の目標を達成

するためには、少なくとも６ギガワットの洋上風力発電を導入する必要。するためには、少なくとも６ギガワットの洋上風力発電を導入する必要。するためには、少なくとも６ギガワットの洋上風力発電を導入する必要。するためには、少なくとも６ギガワットの洋上風力発電を導入する必要。

• 　ドイツのメルケル首相は今年９月に「　ドイツのメルケル首相は今年９月に「　ドイツのメルケル首相は今年９月に「　ドイツのメルケル首相は今年９月に「2050年までに電力の年までに電力の年までに電力の年までに電力の80％を再生可能エネ％を再生可能エネ％を再生可能エネ％を再生可能エネ

ルギールギールギールギー
/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E5E2E3EBE0E2E0E4E2E

1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NXで賄う」とする新エネルギー政策を発表。で賄う」とする新エネルギー政策を発表。で賄う」とする新エネルギー政策を発表。で賄う」とする新エネルギー政策を発表。

ドイツは太陽光や風力などの再生可能エネルギーの積極的な導入で世界をリードイツは太陽光や風力などの再生可能エネルギーの積極的な導入で世界をリードイツは太陽光や風力などの再生可能エネルギーの積極的な導入で世界をリードイツは太陽光や風力などの再生可能エネルギーの積極的な導入で世界をリー
ドしてきたが、地球温暖化対策とグリーン産業の成長を狙い、もう一段強くアクセドしてきたが、地球温暖化対策とグリーン産業の成長を狙い、もう一段強くアクセドしてきたが、地球温暖化対策とグリーン産業の成長を狙い、もう一段強くアクセドしてきたが、地球温暖化対策とグリーン産業の成長を狙い、もう一段強くアクセ
ルを踏み込んだ。ルを踏み込んだ。ルを踏み込んだ。ルを踏み込んだ。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：自然エネルギー世界白書　ＲＥＮ２１

世界の自然エ
ネ設備10年に
381GWに、原

子力の設備容
量を凌駕
　「日本がＦＩＴ
を拡大しない
のは国際競争
力が失われる
から」？？？
ロシア以外は
日本より大規
模投資

日本日本日本日本
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すでに世界は風力発電容量がすでに世界は風力発電容量がすでに世界は風力発電容量がすでに世界は風力発電容量が
原発のそれに近づいてきた原発のそれに近づいてきた原発のそれに近づいてきた原発のそれに近づいてきた

日本の風力は国立公園規制日本の風力は国立公園規制日本の風力は国立公園規制日本の風力は国立公園規制
・騒音問題などのため普及せず・騒音問題などのため普及せず・騒音問題などのため普及せず・騒音問題などのため普及せず
地域の居住区・エネ区計画など地域の居住区・エネ区計画など地域の居住区・エネ区計画など地域の居住区・エネ区計画など
　　グランドデザインで加速可　　グランドデザインで加速可　　グランドデザインで加速可　　グランドデザインで加速可
さらに洋上風力を入れればさらに洋上風力を入れればさらに洋上風力を入れればさらに洋上風力を入れれば
→大幅増可能：設置コスト倍程度→大幅増可能：設置コスト倍程度→大幅増可能：設置コスト倍程度→大幅増可能：設置コスト倍程度
　　　　国のエネ需要全体対応可　　　　国のエネ需要全体対応可　　　　国のエネ需要全体対応可　　　　国のエネ需要全体対応可
　　　　海岸線の長い日本は有利　　　　海岸線の長い日本は有利　　　　海岸線の長い日本は有利　　　　海岸線の長い日本は有利
　　　　　　　　　　　　　　　　
英仏は２０１０年４月２０日洋上風力英仏は２０１０年４月２０日洋上風力英仏は２０１０年４月２０日洋上風力英仏は２０１０年４月２０日洋上風力
で大型計画を打ち出したで大型計画を打ち出したで大型計画を打ち出したで大型計画を打ち出した
英国　１３兆円投資で総電力の３割英国　１３兆円投資で総電力の３割英国　１３兆円投資で総電力の３割英国　１３兆円投資で総電力の３割



Solar and Nuclear Costs: The Historic Crossover

このような見方も現れているが、内容未確認



Ref:Who’s winning the Clean Energy Race? 2010 edition

(The Clean Energy Economy,The PEW Charitable Trust.)

再生可能エネルギー種別投資額比較再生可能エネルギー種別投資額比較再生可能エネルギー種別投資額比較再生可能エネルギー種別投資額比較２００４－２０１０２００４－２０１０２００４－２０１０２００４－２０１０

10億ドル億ドル億ドル億ドル
←←←←10兆円兆円兆円兆円
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世界の投資総額世界の投資総額世界の投資総額世界の投資総額
20兆円へ兆円へ兆円へ兆円へ



Ref:Who’s winning the Clean Energy Race? 2010 edition

(The Clean Energy Economy,The PEW Charitable Trust.)

再生可能エネ投資ＧＤＰ比率　　　　　再生可能エネ設備容量比較再生可能エネ投資ＧＤＰ比率　　　　　再生可能エネ設備容量比較再生可能エネ投資ＧＤＰ比率　　　　　再生可能エネ設備容量比較再生可能エネ投資ＧＤＰ比率　　　　　再生可能エネ設備容量比較
　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（2010年）　　　　　　　　　　　　　（年）　　　　　　　　　　　　　（年）　　　　　　　　　　　　　（年）　　　　　　　　　　　　　（2010年）　　年）　　年）　　年）　　

日本は昔は熱心だったが日本は昔は熱心だったが日本は昔は熱心だったが日本は昔は熱心だったが
このこのこのこの10年熱が冷めた年熱が冷めた年熱が冷めた年熱が冷めた
世界はここ世界はここ世界はここ世界はここ10年熱心に年熱心に年熱心に年熱心に



Ref:Who’s winning the Clean Energy Race? 2010 edition

(The Clean Energy Economy,The PEW Charitable Trust.)

　　　　再生可能エネ設備融資総額比較（　　　　再生可能エネ設備融資総額比較（　　　　再生可能エネ設備融資総額比較（　　　　再生可能エネ設備融資総額比較（2010年）　年）　年）　年）　10億ドル　億ドル　億ドル　億ドル　

日本日本日本日本

アセットファイナンスが中、米の
投資のしかた（ＦＩＴにより支援さ
れる）



Ref:Who’s winning the Clean Energy Race? 2010 edition

(The Clean Energy Economy,The PEW Charitable Trust.)

　　　　小型再生可能エネ設備投資総額比較（　　　　小型再生可能エネ設備投資総額比較（　　　　小型再生可能エネ設備投資総額比較（　　　　小型再生可能エネ設備投資総額比較（2010年）　年）　年）　年）　10億ドル億ドル億ドル億ドル

　　　　

日本は家庭用屋根型ソーラーで第日本は家庭用屋根型ソーラーで第日本は家庭用屋根型ソーラーで第日本は家庭用屋根型ソーラーで第4位位位位

ドイツはＦＩＴ，日本は補助金で支援
してきた



日本の太陽電池国内設置量日本の太陽電池国内設置量日本の太陽電池国内設置量日本の太陽電池国内設置量

日本の太陽電池設置は日本の太陽電池設置は日本の太陽電池設置は日本の太陽電池設置は2000年までは世界年までは世界年までは世界年までは世界
をリード、補助金で支援。しかし、をリード、補助金で支援。しかし、をリード、補助金で支援。しかし、をリード、補助金で支援。しかし、2001年年年年
ごろから補助金にブレーキ、ごろから補助金にブレーキ、ごろから補助金にブレーキ、ごろから補助金にブレーキ、2005年から年から年から年から

はむしろ抑制されていたことが分かる。はむしろ抑制されていたことが分かる。はむしろ抑制されていたことが分かる。はむしろ抑制されていたことが分かる。
一方、海外はＦＩＴで支援。一方、海外はＦＩＴで支援。一方、海外はＦＩＴで支援。一方、海外はＦＩＴで支援。

輸出分輸出分輸出分輸出分

国内設置分国内設置分国内設置分国内設置分





ドイツ：卒原子力→洋上風力へ　ドイツ：卒原子力→洋上風力へ　ドイツ：卒原子力→洋上風力へ　ドイツ：卒原子力→洋上風力へ　　　　　Rechargenews 2011.5.6.

ドイツの再生可能エネルギーは１７％（原子力２２％）に来ているドイツの再生可能エネルギーは１７％（原子力２２％）に来ているドイツの再生可能エネルギーは１７％（原子力２２％）に来ているドイツの再生可能エネルギーは１７％（原子力２２％）に来ている
3.11後：これからの積み増しは地上から移り洋上風力大幅活用予定後：これからの積み増しは地上から移り洋上風力大幅活用予定後：これからの積み増しは地上から移り洋上風力大幅活用予定後：これからの積み増しは地上から移り洋上風力大幅活用予定
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経
新
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11

06

06



価値ある新事業があるとき、日本社会はどの程度の
投資に耐えられるか？

経済負担と経済成長：何が違うのか？経済負担と経済成長：何が違うのか？経済負担と経済成長：何が違うのか？経済負担と経済成長：何が違うのか？
　　　パソコン、携帯電話、　　　パソコン、携帯電話、　　　パソコン、携帯電話、　　　パソコン、携帯電話、i-Pod

　　　　などでＧＤＰが増えるとこれは「経済成長」　　　　などでＧＤＰが増えるとこれは「経済成長」　　　　などでＧＤＰが増えるとこれは「経済成長」　　　　などでＧＤＰが増えるとこれは「経済成長」
　　　しかし、新エネルギーに投資が増えると　　　しかし、新エネルギーに投資が増えると　　　しかし、新エネルギーに投資が増えると　　　しかし、新エネルギーに投資が増えると
　　　　　　　　　　　　「経済負担」を心配する声　　　　　　　　　　　　「経済負担」を心配する声　　　　　　　　　　　　「経済負担」を心配する声　　　　　　　　　　　　「経済負担」を心配する声
　　　このため日本のエネ構造が変わりにくかった。　　　このため日本のエネ構造が変わりにくかった。　　　このため日本のエネ構造が変わりにくかった。　　　このため日本のエネ構造が変わりにくかった。

　「新しい価値あるもの（こと）を持続的に買う」：これは経済成長　「新しい価値あるもの（こと）を持続的に買う」：これは経済成長　「新しい価値あるもの（こと）を持続的に買う」：これは経済成長　「新しい価値あるもの（こと）を持続的に買う」：これは経済成長
　　　　国民の意識が変化した場合には「経済負担が経済成長」　　　　国民の意識が変化した場合には「経済負担が経済成長」　　　　国民の意識が変化した場合には「経済負担が経済成長」　　　　国民の意識が変化した場合には「経済負担が経済成長」
　　　　変化の条件←持続性が付与できるか！　　　　変化の条件←持続性が付与できるか！　　　　変化の条件←持続性が付与できるか！　　　　変化の条件←持続性が付与できるか！

　　持続的になるまでの途中段階：投資を継続させるメカニズム　　持続的になるまでの途中段階：投資を継続させるメカニズム　　持続的になるまでの途中段階：投資を継続させるメカニズム　　持続的になるまでの途中段階：投資を継続させるメカニズム
　　新エネは総額が大きいのでこれまで日本はひるんでいた　　新エネは総額が大きいのでこれまで日本はひるんでいた　　新エネは総額が大きいのでこれまで日本はひるんでいた　　新エネは総額が大きいのでこれまで日本はひるんでいた



• 日本は対外投資で世界最大の蓄積（日本は対外投資で世界最大の蓄積（日本は対外投資で世界最大の蓄積（日本は対外投資で世界最大の蓄積（2009：：：：276兆円）兆円）兆円）兆円）

　　　　：海外の国債購入、Ｍ＆Ａによる海外企業の買収、子会社の進出　　　　：海外の国債購入、Ｍ＆Ａによる海外企業の買収、子会社の進出　　　　：海外の国債購入、Ｍ＆Ａによる海外企業の買収、子会社の進出　　　　：海外の国債購入、Ｍ＆Ａによる海外企業の買収、子会社の進出

• 日本の対外純資産は近年毎年日本の対外純資産は近年毎年日本の対外純資産は近年毎年日本の対外純資産は近年毎年20兆円以上増加：世界１の兆円以上増加：世界１の兆円以上増加：世界１の兆円以上増加：世界１の276兆円（兆円（兆円（兆円（2009）。）。）。）。
この資産から生じる毎年の所得黒字が貿易黒字の平均この資産から生じる毎年の所得黒字が貿易黒字の平均この資産から生じる毎年の所得黒字が貿易黒字の平均この資産から生じる毎年の所得黒字が貿易黒字の平均10兆円の倍に（兆円の倍に（兆円の倍に（兆円の倍に（15-20

兆円）。２つの大型黒字（貿易黒字と経常所得黒字）を日本は毎年国内で使う兆円）。２つの大型黒字（貿易黒字と経常所得黒字）を日本は毎年国内で使う兆円）。２つの大型黒字（貿易黒字と経常所得黒字）を日本は毎年国内で使う兆円）。２つの大型黒字（貿易黒字と経常所得黒字）を日本は毎年国内で使う
事ができず海外にさらに投資されている。事ができず海外にさらに投資されている。事ができず海外にさらに投資されている。事ができず海外にさらに投資されている。

　　　　→　　　　→　　　　→　　　　→経常収支の黒字年経常収支の黒字年経常収支の黒字年経常収支の黒字年20-25兆円→海外に投資：日本の投資余力兆円→海外に投資：日本の投資余力兆円→海外に投資：日本の投資余力兆円→海外に投資：日本の投資余力

　　　　　　この範囲で国内投資しても日本は経常収支赤字に落ち込まない　　　　　　この範囲で国内投資しても日本は経常収支赤字に落ち込まない　　　　　　この範囲で国内投資しても日本は経常収支赤字に落ち込まない　　　　　　この範囲で国内投資しても日本は経常収支赤字に落ち込まない

• このまま海外投資だけを続けると→止めどなき円高へこのまま海外投資だけを続けると→止めどなき円高へこのまま海外投資だけを続けると→止めどなき円高へこのまま海外投資だけを続けると→止めどなき円高へ

　　　　→国内から製造業の逃避→国内に失業→政府税収の落ち込み　　　　→国内から製造業の逃避→国内に失業→政府税収の落ち込み　　　　→国内から製造業の逃避→国内に失業→政府税収の落ち込み　　　　→国内から製造業の逃避→国内に失業→政府税収の落ち込み

• 日本企業は海外では元気、国内では撤退気味日本企業は海外では元気、国内では撤退気味日本企業は海外では元気、国内では撤退気味日本企業は海外では元気、国内では撤退気味

• 汗を流して稼いだお金で日本は大国になり、なにをしようとしているのか？汗を流して稼いだお金で日本は大国になり、なにをしようとしているのか？汗を流して稼いだお金で日本は大国になり、なにをしようとしているのか？汗を流して稼いだお金で日本は大国になり、なにをしようとしているのか？

　　　　これが見えていない→今回は見えるようにできるはず　　　　これが見えていない→今回は見えるようにできるはず　　　　これが見えていない→今回は見えるようにできるはず　　　　これが見えていない→今回は見えるようにできるはず

• 原則：儲かったお金はさらに儲かりそうなところに投資される原則：儲かったお金はさらに儲かりそうなところに投資される原則：儲かったお金はさらに儲かりそうなところに投資される原則：儲かったお金はさらに儲かりそうなところに投資される

　　　　→日本国内にもうかるメカニズムがなかった→これを作れ　　　　→日本国内にもうかるメカニズムがなかった→これを作れ　　　　→日本国内にもうかるメカニズムがなかった→これを作れ　　　　→日本国内にもうかるメカニズムがなかった→これを作れ

　　　　→投資余力は日本に最大に存在する→国の保証でリスクの低い投資　　　　→投資余力は日本に最大に存在する→国の保証でリスクの低い投資　　　　→投資余力は日本に最大に存在する→国の保証でリスクの低い投資　　　　→投資余力は日本に最大に存在する→国の保証でリスクの低い投資

日本は海外投資正味蓄積額世界最大
これを国内投資に振り向ける事はできるか



日本の輸出入額及び差引額の推移

(資料：財務省貿易統計）

日本の輸出：黄

日本の輸入：緑
40

60

貿易黒字

1986
1990

2000
2008

10

25年間も

貿易黒字が毎年
平均10兆円

日本は世界最大の貿易黒字蓄積
を築き上げて来た



日本の対外純資産（世界断トツ）
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参考資料：財務省調べ　「本邦対外資産負債残高」
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日本の民間の投資余力はここ
に表れている　毎年増分を国内
投資に廻してもまったく困らない
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　　　　　　　日本の経常収支の推移

　　経常収支＝貿易収支＋サービス収支＋所得収支＋移転収支　　経常収支＝貿易収支＋サービス収支＋所得収支＋移転収支　　経常収支＝貿易収支＋サービス収支＋所得収支＋移転収支　　経常収支＝貿易収支＋サービス収支＋所得収支＋移転収支
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　　　　財務省「国際収支統計」
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海外投資からの所得収海外投資からの所得収海外投資からの所得収海外投資からの所得収
支黒字が支黒字が支黒字が支黒字が2005以降貿易以降貿易以降貿易以降貿易

黒字を追い抜いた黒字を追い抜いた黒字を追い抜いた黒字を追い抜いた
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（出所）日本銀行「金融経済統計資料」

1949年～1970年まで
１ドル＝３６０円固定

３６０３６０３６０３６０

止めどなき円高は止めどなき円高は止めどなき円高は止めどなき円高は
製造業を日本から逃避させる製造業を日本から逃避させる製造業を日本から逃避させる製造業を日本から逃避させる



投資を継続するしかけ

• ＦＩＴ(Feed-in Tariff) 電力固定価格買取制度

• 発電設備購入時の価格に応じて○○年の間
電力を投資利潤がでるレベルの価格で電力
会社が買い取ることを法律で決める

• 2001年　ドイツで導入　その後全世界40ヶ国

• 2009年　自然エネ設備容量が原発設備容量

　　　を越える



まとめ

• ３１１フクシマを教訓に日本は生まれ変われるか３１１フクシマを教訓に日本は生まれ変われるか３１１フクシマを教訓に日本は生まれ変われるか３１１フクシマを教訓に日本は生まれ変われるか

• 予測の問題ではなく国民・政府の意志の問題予測の問題ではなく国民・政府の意志の問題予測の問題ではなく国民・政府の意志の問題予測の問題ではなく国民・政府の意志の問題

• 電力費のＧＤＰ比率は現在では３％に過ぎない電力費のＧＤＰ比率は現在では３％に過ぎない電力費のＧＤＰ比率は現在では３％に過ぎない電力費のＧＤＰ比率は現在では３％に過ぎない

　　　　オランダではＮＰＯ活動だけでＧＤＰの　　　　オランダではＮＰＯ活動だけでＧＤＰの　　　　オランダではＮＰＯ活動だけでＧＤＰの　　　　オランダではＮＰＯ活動だけでＧＤＰの2割割割割

• 脱原発でただちに起きる被害（努力しないとして脱原発でただちに起きる被害（努力しないとして脱原発でただちに起きる被害（努力しないとして脱原発でただちに起きる被害（努力しないとして

　　　　　　　　　　　　　　　　-2.2％）％）％）％） ：国全体で調整しながら受け止め被害縮小：国全体で調整しながら受け止め被害縮小：国全体で調整しながら受け止め被害縮小：国全体で調整しながら受け止め被害縮小

• 一部産業には大きな影響（平炉産業など）一部産業には大きな影響（平炉産業など）一部産業には大きな影響（平炉産業など）一部産業には大きな影響（平炉産業など）

• 国民の節電国民の節電国民の節電国民の節電15％→省エネへの投資継続％→省エネへの投資継続％→省エネへの投資継続％→省エネへの投資継続

　　　　　　　　　　　　　　　　20－－－－30年でポジティブエネハウスへ年でポジティブエネハウスへ年でポジティブエネハウスへ年でポジティブエネハウスへ

• 産業の移行：電力事業内での手直し（雇用産業の移行：電力事業内での手直し（雇用産業の移行：電力事業内での手直し（雇用産業の移行：電力事業内での手直し（雇用8万人分）万人分）万人分）万人分）

　　　　ドイツの再生可能エネ産業雇用　　　　ドイツの再生可能エネ産業雇用　　　　ドイツの再生可能エネ産業雇用　　　　ドイツの再生可能エネ産業雇用30万人万人万人万人

• 自然エネへの大型投資→自動車産業に次ぐ新産業自然エネへの大型投資→自動車産業に次ぐ新産業自然エネへの大型投資→自動車産業に次ぐ新産業自然エネへの大型投資→自動車産業に次ぐ新産業

• 世界の競合→迅速な投資→投資メカニズム政策世界の競合→迅速な投資→投資メカニズム政策世界の競合→迅速な投資→投資メカニズム政策世界の競合→迅速な投資→投資メカニズム政策

　　　　政府財政赤字を避ける投資のしかけ　　　　政府財政赤字を避ける投資のしかけ　　　　政府財政赤字を避ける投資のしかけ　　　　政府財政赤字を避ける投資のしかけ






